
日向市 「よのなか先生」による講話計画

日向市立日知屋東小学校
1  目  白勺

約半年後に小学校を卒業する 6年生に向けて以下の話をしていただくことにより、キ
ャリア推進に関わって、児童一人一人にこれまでの自分を振 り返らせ、意識や行動を変
えていくきつかけとする。

○ 将来の目標 (夢 よりも現実的な)を もつ (今後の進路、就きたい職業等)

〇 世の中 (社会)の厳 しさと日標を達成することの素晴らしさ
○ 人は支え合って生きていること (自 分勝手は通用しない)

2期 日

平成 28年 9月 8日 (本) 5校 時 (14:05～ 14:50)

※ 当日は参観 日

3対 象

日知屋東小 6年生全学級 (3学級)

4 講師 (順不同)及び担当学級

○ 日向リサイクルセンター     川崎 修  様   6の (3)

○ 旭化成工業 (株)日 向事務所   神谷講平  様   6の (2)

○ 日向衛生公社 椎葉俊幸  様   6の (1)

6 その他
。 1組から3組までそれぞれ分担 し、 40分程度、思いを語ってください。
・ 当日は参観 日であるため、できるだけ参観 している保護者にも聞いて頂きます。
・ 授業後は、児童数名に感想 を述べさせ、後 日全員の感想文を送付 します。
。 当日は、報告書 (日 向市キャリア教育センター)に載せ る写真 を撮 らせて頂きます
のでご了承 ください。

。 必要な機器 (パ ソコン、プロジェクター等 )、 資料等を使われる場合は、事前に校

長までご相談 ください。

・ 駐車場は、玄関左側の駐車スペースをご利用 ください。
・ 13:50に 校長室にお越 しください。
。 その他 ご不明な′点があればご連絡 ください。

連絡先   日向市立 日知屋東小学校

校 長  宮崎 克彦 (みや ざき かつひ こ)

TEL  0982(53)4022

FAX  0982(53)4431
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