
 

 

校 報 『神部っ子だより』 
ふるさと“神部”…誇り・名物・宝物・自慢がいっぱい！ 

 

 

平成 29 年６月 28 日 

たつの市立神部小学校  

発行：校長 寺村 雅守 No４ 
  

 
  努力の足跡・・・「栄光を讃える」 
 
陸上･･第 12 回 たつの市民体育大会 ６/10 

＜４年＞ 男子 100ｍ 第４位 16 秒 58 高野和輝 

女子 100ｍ 第１位 16 秒 18 児島凪咲 

  男子 800ｍ 第５位 ２分 55 秒 72 河津圭人 

          第６位 ２分 55 秒 76 武田太智 

  女子 800ｍ 第６位 ３分 08 秒 24 坂本そら 

  女子４×100ｍリレー 第１位 １分５秒 91 

       坂本そら、児島凪咲、安藤里紗、菅原さくら 

＜５年＞ 女子 800ｍ 第４位 ２分 59 秒 61 木南璃菜 

            第７位 3 分 2 秒 72 有馬亜紀 

  女子４×100ｍリレー 第８位 １分 7 秒 37 

       有馬亜紀、坂本みゆ、松本穂里、伊藤優花 

＜6 年＞ 男子 100ｍ 第 7 位 15 秒 35 髙田悠生 

女子 100ｍ 第８位 15 秒 84 片芝若菜 

  男子 1500ｍ 第３位 ５分 19 秒 16 山村陽太 

         第６位 ５分 27 秒 79 郷田嵩貴 

  女子 800ｍ  第６位 ３分 0 秒 30 金田遥菜 

男子４×100ｍリレー 第６位 59 秒 82 

        野口智矢、髙田悠生、田中椋也、山村陽太 

 ソフトボール  

市民体育大会･･敢闘賞 神部 SC・敢闘選手･･･野口智矢 

城東ハヤブサ大会 ハヤブサ賞…谷口慎治 

春季リバーサイド杯第 3 位神部 SC ・優秀選手賞･･野口智矢 

春季大会 準優勝 神部 SC・ 優秀選手賞･･･長峰翼 

 

 バレーボール  

揖龍夏季大会(女子) ･･優勝 揖保川 JVC 

西播男子交流･ ･準優勝 龍野 JVC 

新人選手権交流(男子) ･･第 3 位 龍野 JVC 

V カップ交歓(男子) ･･第 3 位 龍野 JVC 

西日本選抜新人(男子) ･･第 3 位 龍野 JVC 

近畿交流(兵庫予選)) ･準優勝 龍野 JVC 

皆さん、おめでとうございます！！ 

※ 未掲載の表彰伝達分も次回以降に順次掲載します。 

『より深い学び』と『響き合う仲間』 

 

 我が国の新しい学習の方向を示す「学習指導要

領」が改訂になり、来年度から教科によっては、

先行実施や移行措置が始まります。( 2020年が完全実施 ) 

 その中では「深い学び」と「人間性の深まり」

が問われてくると私は感じます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「深い学び」とは…。 

・学びは、知識を習得することに止まらず、そ

れを活用し、自ら探究することで深まる。 

・みんなと学び合うことで、考えも広がり、深

まりがある。そして、心もつながる。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

例えば、「自分一人で分かったつもり」になっ

ていても、「相手に説明」してみたらうまく言

えなかった、「相手の話」をしっかりと聴いた

ら自分の気づかなかったことが分かった、そう

した相互のやりとり(対話的活動)を通して響き合

いながら学びがさらに深まるということです。 

 昔ながらの「学びの基礎」として、知識を理

解し記憶することも重要ですが、その基礎学力

を使って「やる気(主体的な学び)」を表面に出し、

その知識なり経験なりが着実に「自分のもの」

となる「本物の学習意欲」こそが「より深い学

び」へのパワーの源であると思います。 

 

 

 

そして、共に考え成長しようとする響き合う

仲間がいて、はじめて学びがより深くなります。  

学校生活も地区の登校班や家庭でも同じです。

つまり「より深く考える」ことは「人を大切に

する」そんな感性が育つことにつながります。 

学び合い 響き合う 神部小学校の子どもたち 



 

 

【 これからの主な行事予定 】（抜粋） 

６月 30 日(金) ・・・126 周年創立記念日<休業日> 

７月 ３日(月) ・・・小小交流(河内小) 

   ４日(火) ・・・代表委員会・PTA 役員会 

   ４日～５日 ・・1 年動物愛護教室 

  ７日(金) ・・・児童集会「流れ星」集会 

          2 年異文化体験・6 年親子ふれあい 

 １１日(火) ・・・児童朝会 

 12～14 日 ・・・個別懇談会 

 １４日(金) ・・・給食終了・親子読書 

   ＜耐震工事開始予定 ～8 月末まで＞ 

 １５日(土) ・・・ゆめクラブ(鮎体験)  

 １７日(月) ・・・祝日「海の日」 

 １９日(水) ・・・地区児童会・地区懇談会          

＜ふるさと“神部” 誇り・名物・宝物・自慢がいっぱい！ ＞・・・みんなで頑張ること・・・ 

合い言葉は、「かん・べ・っこ・た・い・こ」 
 

かん ･･･ か 感謝の気持ちで   ・・・・・・「“ありがとうございます”の心」 

 

 べ  ･･･ べ ベストをつくし  ・・・・・・「力いっぱい頑張るチャレンジ精神」 

 

 っこ ･･･ こ 心(こころ）一つに  ・・・「みんな仲よし、わくわくする学校、響」 

 

 た  ･･･ た 大切な命と時間 ・・・「自他の命を守り、時間を守る：集団生活のルール」 

 

い   ･･･ い いっぱい「あいさつ」 ・・・・・・「温かい人間関係づくり」 

 

  こ   ･･･ こ 心(こころ）も元気 ・・・・・・「自尊感情・ふるさとへの誇り」 

 
 20 日(木) ・・・1 学期終業式 

 21 日(金) ・・・地区水泳開始(～8/４) 

 22 日(土) ・・・明日を拓く集い 

 23 日(日) ・・・市水泳大会 

25 日(火) ・・・毎月 25 日は No ゲーム・No スマホデー 

８月 6 日(日) ・・・人権文化市民運動大会 

   7 日(月) ・・・ゆめクラブ(中学校部活体験) 

14(月)～16(水)    施設一時閉鎖 

  19 日(土) ・・・教育フェステバル 

  23 日(水) ・・・全校登校日 

  26 日(土) ・・・PTA 奉仕作業 

9 月 １日(金) ・・・２学期始業式 

   5 日(火) ・・・給食開始 

   9 日(土) ・・・親子芝生張り作業 


