
 

 

 

 

平成３０年 11月30日 

たつの市立神部小学校  

発行：校長 寺村 雅守 No９

８ 

校校校   報報報   『『『神神神部部部っっっ子子子だだだよよよりりり』』』   
ふふるるささとと““神神部部””・・・・・・響響きき合合うう  心心  

 
【 これからの主な行事予定 】（抜粋） 
  

１２月１日(土)・・ PTCA 教育講演会 

 ４日(火) ・・・鍋給食開始 

 ５日(水) ・・・5 年親子ふれあい(餅つき) 

 ６日(木) ・・・なかよしデー 

 ７日(金) ・・・クラブ活動 

１１日(火) ・・・児童朝会・移動図書 

１４日(金) ・・・安全点検・親子読書 

１５日(土) ・・・資源回収③ 

１９日(水) ・・・給食終了 

２１日(金) ・・・2 学期終業式 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１２／２２(土)～１／７(月)・・冬休み 

２５日(月) ・・・毎月 25 日は No ゲーム・No スマホデー 

２８日(金) ・・・仕事納め 

 １２／２９(土)～１／３(木) 学校施設閉鎖 

1 月 1 日(火)・・・平成 31 年(2019)「元旦」 

１月４日(金)・・・仕事始め 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
 ８日(火) ・・・3 学期始業式 

１０日(木) ・・・給食開始・地区児童会 

１４日(月) ・・・祝日「成人の日」 

１８日(金) ・・・クラブ活動(3 年見学) 

２０日(日) ・・・市凧あげ大会 

          揖保川防災安心大作戦 

２６日(土) ・・・ゆめクラブ(登山・閉級式) 

２７日(日) ・・・梅と潮の香マラソン 

2 月 1 日(金)・・・PTA 役員会 

 ９日(土) ・・・人権を考える市民の集い 

１１日(月) ・・・祝日「建国記念の日」 

１５日(金) ・・・授業参観・学年(学級)懇談会 

３月１５日(金)・・給食終了 

２０日(水) ・・・平成３０年度卒業証書授与式 

２１日(木) ・・・祝日「春分の日」 

２２日(金) ・・・平成３０年度修業式 

 

 「 心 のスイッチ」を入れる… 

ｂｙ： 東井 義雄  

(兵庫県但馬地方の教育者) 

以前にもご紹介しましたが、県北部の但馬地方

(但東町)に「日本のペスタロッチ(小学校教育や家庭教育の大切

さを説き「近代教育の父」と呼ばれたスイスの教育学者)」と称され、わたく

しも心から尊敬する偉大な教育者がおられまし

た。常に子どもの心に寄り添い、命の尊さやこ

つこつと努力することの大切さを説いてこられ

た素晴らしい教師であったと聞きおよびます。 

そんな東井先生の心に染み入る言葉です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ１２月、今年のまとめの時期となり

ました。すでにしっかりと心のスイッチが入っ

ている人もたくさんいますが、皆それぞれが、

家の中はもちろん学校中や神部校区中を明るく

照らしてほしいなぁと願っています。 
 

スイッチがまだ入ってない人は  今すぐ「ＯＮ」に！ 

「 心 のスイッチ」 

東井 義雄 

 人間の目は ふしぎな目  

見ようという 心がなかったら 見ていても 見えない 

 人間の耳は ふしぎな耳  

聞こうという 心がなかったら 聞いていても 聞こえない 

 

頭も そうだ はじめから よい頭 わるい

頭の区別があるのでは ないようだ 

「よし やるぞ」と 心のスイッチが はいると 

頭も すばらしい はたらきを しはじめる 

 

心のスイッチが 人間を つまらなくもし 

すばらしくもしていく 

 電灯のスイッチが 家の中を 明るくもし 

暗くもするように 



 

 

    努力の足跡・・・「栄光を讃える」 

               

ソフトテニス 市民佒育大会 準優勝 小池晏未 

剣道 市スポ小大会 団佒の部 優勝 龍野剣道少年団 A 

          ５・６年の部 準優勝 坂本実柚 

  揖龍剣道大会 小学生団佒の部 優勝 龍野剣道少年団 A 

ソフトボール  秋季大会 優勝 神部 SC 

           最優秀選手賞 石坂妃渚 

ラケットボール  全日本ジュニア選手権大会 

女子 10 歳以下クラス 優 勝 山下紗那 

準優勝 三木琴心、3 位 安藤里紗、田中友稀 

バレーボール  ビスラカップ大会  

フレンドリー準優勝 神部 JVC 

陸 上  揖龍小学生陸上大会 

＜男子＞ 総合７位 

6 年 4×100ｍR 6 位 森下泰成、柳原陽向、髙見琉空、松村虎珀 

6 年 100ｍ ６位 松村虎珀 、８位 柳原陽向 

6 年 80ｍH 4 位 髙見琉空 6 年走高跳 ４位 髙見琉空 

5 年ジャベリック投げ 2 位 古寺俊弥 

4 年 800ｍ ２位 細見悠剛 

＜女子＞ 総合８位 

6 年 800ｍ ７位 石坂妃渚 6 年走高跳 6 位 伊澤実由 

６年ジャベリック投げ ５位 米津琴音 

５年 4×100ｍR ２位 坂本そら、児島凪咲、森川真生、菅原さくら 

5 年 100ｍ １位(大会新) 児島凪咲 

5 年 800ｍ ７位 坂本そら 

５年ジャベリック投げ ５位 菅原さくら 
 

 

芸術の秋シリーズ 

MOA 美術館たつの児童作品展  

書写 MOA 美術館奨励賞 ３年 岸和奏 

   銅賞 5 年 田代縁 

絵画 県 MOA 議員連盟賞 １年 森蔭紘人 

   銀賞 ３年 髙橋昊大 

 

     

芸術の秋。どれも素晴らしい作品ばかりでした。 
 

兵庫県幼・小・中造形教育展  

造形教育連盟賞 3 年 稲垣康生「きょ大きょうりゅう大あばれ」  

特選 １年 神尾咲多 ・ 入賞 1 年 村上心結 

２年 井上凜桜、長田智弥 ・ 3 年 嶋津佑飛 

４年 荻野杏彩 ・ ５年 中山三聖 

６年 藤井彩光、柴原由菜 
 

たつの市幼児学童美術展   

＜書写の部 入選＞ 

1 年 中村乙葉 、加藤華凛 

２年 真野成央 、中川蓮史 、細見優萌 

３年 岸和奏  、小林聡太 

4 年 圓尾明日香 、荻野杏彩 

5 年 田代縁  、金田愛実 

6 年 加藤頼飛 、田村奏太 

＜絵画の部 入選＞ 

1 年 田中七海 、清水芽生 

 ２年 佐古陽  、森口結衣 、柚垣翔太郎 

 ３年 森口璃久 、藤川桜笑 

 ４年 西坂星音 、谷彩菜結 

 ５年 吉田安希 、池口友姫 

 ６年 近藤真妃 、長峰翼 
 

たつの市児童生徒発明工夫展 

研 究 賞 ２年 細見優萌 

アイデア賞 ３年 真野成央 

入賞 ６年 坂本実柚 、1 年 前川凛音 
 

地球温暖化防止啓発ポスター   

3 年 エコ大賞 小池真由 、クリーン賞 稲垣康生 
 

JA こども組合貯蓄ポスター 

銀賞 ３年 岸和奏 

佳作 ２年 真野成央 、５年 上野大翔 
 

皆さん、これからも努力を重ねてください！！ 


