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「キラッと光る・・・」 
 

… どの子にも「キラッと光る」ものがある… 

 

「やんちゃ者からは やんちゃ者の光 

  おとなしい子からは おとなしい子の光 

   しっかり者からは しっかり者の光 

    ・・・ 中略 ・・・ 

        学校中 光いっぱい 」 

  Bｙ：東井義雄(但馬地方の偉大な教育者) 

 

 

子どもたちの周りにいる大人(父さん母さんや

祖父母、ご近所の方々、教師など)が、きちんと

その子に目を向け愛情を注いでいけば、自(おの)

ずとその子は、輝きを放ち成長していくものだ

と東井先生は説かれています。 

そのように周囲の大人から、愛情を注がれ、

人間として尊ばれた子どもたちは、自分自身を

愛し、自分自身を重んじることができます。そ

んな自尊感情が芽生え、自分を重んじ大切にす

ることができるようになると、軽はずみな言動

が少なくなり、周りの人々(友だち)も、大切にす

るようになります。 

このような価値のある行為が実行できるよう

になった子どもたちは、「共生」の言葉のように

周りも一緒に輝き始め、心温かき学校文化や地

域社会の実現に結びつくことになります。 

 

 

今の神部小学校の子どもたちを見ていると、

そんな可能性を秘めたたくさんの場面に出会い

ます。(学習の場でも、スポ少や陸上など校外試合の場でも、

そうじなどの作業などでも、学校中のあちらこちらで、・・・） 

 「キラッと輝く 光いっぱいの 神部小に」 

 

 【 これからの主な行事予定 】 （抜粋） 

 

１２月１日(木) ・・・全校かけ足記録会 

２日(金) ・・・委員会活動 

   ４日(日) ・・・連 P 教育講演会 

   ５日～１２日  “心もあったか”「鍋給食」 

   ５日(月) ・・・ALT 来校 

   ６日(火) ・・・児童朝会、代表委員会 

   ７日(水) ・・・貯金日 

   ８日(木) ・・・6 年：３校交流人間関係プログラム 

   ９日(金) ・・・クラブ活動、就学時健診 

  １０日(土) ・・・子ども会将棋大会 

１４日(水) ・・・支援学級交流会(揖保川・御津地区) 

１５日(木) ・・・安全点検 

１６日(金) ・・・親子読書 

１７日(土) ・・・PTA 資源回収③ 

１９日(月) ・・・4 年：防災救急豆講座 

２０日(火) ・・・給食終了、地区児童会 

２２日(木) ・・・2 学期終業式 

２３日(金) ・・・祝日「天皇誕生日」 

※「今年は長～い冬休み」12/23～1/9＜１８日間＞ 

２５日(日) ・・・毎月 25 日はノーゲーム・ノースマホデー 

1 月 ９日(月) ・・・祝日「成人の日」 

  １０日(火) ・・・3 学期始業式 

  １２日(木) ・・・給食開始 

  １９日(木)【変更】・・・PTA 本部部長会 

  ２１日(土) ・・・ゆめクラブ(登山＋閉級式) 

  ２７日(金) ・・・揖保川中入学説明会 

           民推協世話人研修会③ 

２月 ２日(木) ・・・PTA 役員会 

   ８日(水) ・・・新入生入学説明会 

  １１日(土) ・・・人権を考える市民の集い 

  １２日(日) ・・・＜予定＞揖龍駅伝 

  １６日(木) ・・・授業参観・懇談会 

３月２３日(木) ・・・卒業証書授与式 

  ２４日(金) ・・・修業式 

 

「やんちゃ者からは  やんちゃ者の光 

   おとなしい子からは おとなしい子の光 

      しっかり者からは しっかり者の光 

         ・・・ 中略 ・・・ 

           学校中 光いっぱい 」 
 

 Bｙ：東井義雄(但馬地方の偉大な教育者) 

 



 

 
    努力の足跡・・・「栄光を讃える」 

               

少林寺拳法  たつの市スポーツ少年団大会 

        努力賞    ２年 小山智輝 

        姫路市体育大会 

        単独努力賞  ５年 上田和輝 

        団体敢闘賞  ６年 石田侑万 

                ５年 上田和輝 

ソフトボール ミツバ商事杯･･･準優勝 神部 SC 

優秀選手賞･･･石坂悠斗 

サッカー   西播磨予選 3 位 龍野 FC  

 

 

芸術の秋シリーズ 

MOA 美術館たつの児童作品展  

書写 銀賞 3 年 田中李奈 

   銅賞 ６年 坂本有加 

絵画 銀賞 5 年 髙見玲香 

   銅賞 5 年 上口七夢 

たつの市児童生徒発明工夫展 

発明工夫賞 5 年 目木俊輔 

研究賞    ３年 柴原悠希 

佳作    ６年 辻川周 

佳作    １年 稲垣康生 

西播磨小学生人権書道コンテスト 

優秀賞 ３年 吉田安希 、5 年 水越菜月 

奨励賞 3 年 児島凪咲 、3 年 田中李奈 

    5 年 森心愛  

 ６年 安田心音 、6 年 坂本有加 

地球温暖化防止啓発ポスター  3 年 

エコ大勝 柴原悠希 、アイデア賞 田代縁 

エネルギー賞 坂本瑛 、エコアース賞 髙見唯愛 

 

 

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  

奨励賞 3 年 田中創 「みらいのがっこう」 

 入賞 1 年 肥塚雄大、小林聡太、髙橋昊大 

       松本聡里 

２年 荻野杏彩、大前琥珀、大西快正 

    3 年 田中李奈、矢田晋啓、上野大翔 

    ４年 藤井彩光、伊澤実由、武内利休 

    ５年 助永未来翔、土井薫平、髙見玲香 

    ６年 秋武紗綾、坂本雄輝、安田心音 

たつの市幼児学童美術展   

＜書写の部 入選＞ 

1 年 小池真由 、森柊朔 

２年 荻野杏彩 、圓尾明日香 、松本愛加 

３年 田代縁  、吉田安希 

4 年 伊澤そら 、田村奏太 

5 年 髙見玲香 、田代双 

6 年 小森拓真 、坂本有加 

＜絵画の部 入選＞ 

1 年 内海日陽 、小寺優緑愛 

 ２年 大谷みゆ 、山村雛妃 

 ３年 大山直徒 、長田由衣 

 ４年 谷口空雅 、赤秀滉太 

 ５年 赤秀優太 、丸尾大知 

 ６年 岸野達大 、山口晃志郎 

防火図画コンクール 

優秀賞 ２年 西坂星音 、４年 近藤真妃 

 ６年 稲田みな美 

努力賞 １年 木村涼音 、２年 森湧大 

 ３年 古寺俊弥 、４年 伊澤そら 

 ５年 岸本大樹 、５年 柴田慎平 

 ６年 正中佑奈 

皆さん、おめでとうございます！！ 


