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運動会～暑さもコロナもふっとばせ！～
「三密さけても心は一つ 暑さもコロナもふっとばせ！」の
スローガンのもと、１０月２４日(土)、今年度の運動会が実施さ
れました。演技種目数を減らし、入場者を児童のご家族に限
定しての運動会となりましたが、天候にも恵まれ、子どもた
ちも思いっきり演技することができました。PTA役員のみなさ
まには新型コロナウイルス感染症予防対策にご尽力いただき、
また来場者のみなさまにはご協力いただき、素晴らしい運動会
ができましたこと、心より感謝申し上げます。
― 運動会成績 ―
紅白対抗優勝：白組
４色対抗男子の部優勝：桃（正條）
同女子の部優勝：青（竜野駅前･黍田･ひばりヶ丘）

２３日(月)
２４日(火)
２７日(金)
２８日(土)
３０日(月)

ALT(外国語指導助手)来校
文化の日
13日（金）のオープンスクール
地区集会
は、参加者を児童のご家族に限
委員会活動
定して実施します。
ALT来校
ALT来校、6年｢人間関係づくりプログラム｣
校内授業研究会(4年3組)
SSW(スクール・ソーシャル・ワーカー)来校
オープンスクール(2～5校時)、6年｢租税教室｣
ALT来校、SC(スクール・カウンセラー)来校、代表委員会
5年｢皮革工場見学｣
2年｢町たんけん｣
3年｢ヤッホの森登山(ハイキング)｣、移動図
書館、クラブ活動
｢人 間 関係 づ くりプロ グラム ｣
勤労感謝の日
は、小学校単位で実施すること
6年｢STEAM教育｣
になりました。「皮革工場見学」
親子読書
も実施できるようになりました。
第4回ゆめクラブ
ALT来校
※毎週金曜日は｢定時退勤日｣

※12月５日（土）に、PTA資源回収を予定しています。ご
協力よろしくお願い致します。［雨天時：12月6日（日）］

★ 毎 月 日 は、笑 顔 の日 「ノーゲーム ノ
･ースマホデー」

２日(月)
３日(火)
４日(水)
６日(金)
９日(月)
１０日(火)
１１日(水)
１２日(木)
１３日(金)
１６日(月)
１８日(水)
１９日(木)
２０日(金)

《写真（上から）》
１列目：神部っ子太鼓（左）、入場行進（右）
２列目：１・２年玉入れ
３列目：５・６年綱引き
４列目：３・４年タイフーン（左）、
４列目：４色対抗リレー（中：男子･右:女子）
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《表彰》 ～受賞者のみなさん、おめでとう（敬称略）～
★｢三木露風賞新しい童謡コンクール」
たつの赤とんぼライオンズクラブ努力賞
努力賞…桝本夢珠(6-1)・内海日陽(5-2)
努力賞…山本晴翔(2-2)
★｢みなぎの書道展」
三木市連合PTA会長賞…圓尾明日香(6-1)
みなぎの賞…岸和奏(5-2)・伊藤綾我(3-1)
さざんか賞…吉田琴音(4-3)・金田彰真(2-1)
★｢西播磨小学生人権書道コンテスト」
優秀賞…荻野杏彩(6-2)・岸和奏(5-2)・伊藤綾我(3-1)
奨励賞…圓尾明日香(6-1)・吉田琴音(4-3)

★｢たつの市児童生徒美術展」
《絵画の部 入選》
佐古旭(1-1)・長谷川凌生(1-2)・宮本愛彩(2-1)
荻野佑果(2-2)・隈元鈴奈(3-1)・武田陽真(3-2)
小林虎馳(4-1)・大前梨杏(4-2)・安田絵恋(4-3)
嶋津佑飛(5-1)・中村優月(5-2)・船田彩音(6-1)
吉川由芽(6-2)※吉川の吉は、上が「土」。以下、同じ。
《書写の部 入選》
真田夏希(1-1)・髙橋哲人(1-2)・湯淺陸(2-1)
逧田結斗(2-2)・脊戸菜緒(2-2)・伊藤綾我(3-1)
中野希咲(3-1)・加藤華凛(3-2)・森澤希々花(4-1)
森口結衣(4-2)・吉田琴音(4-3)・小池真由(5-1)
岸和奏(5-2)・濱田彩羽(5-2)・圓尾明日香(6-1)
伊藤里紗(6-2)・荻野杏彩(6-2)
★｢たつの市発明工夫展」
子どもサイエンス賞…吉川由芽(6-2)・吉川紗央(3-1)
発明工夫賞…池口悠馬(4-3)・金田彰真(2-1)
★｢校内作品展」 入選
菅原脩介(1-1)・西山慧(1-1)・三木新大(1-1)
阿部光之介(1-2)・石井陽莉(1-2)・山本蒼空(1-2)
岸本晴太郎(2-1)・木村悠音(2-1)・隅山栞凪(2-1)
黒田ひまり(2-2)・小嶋利空(2-2)・譜久嶺夏愛(2-2)
永富乃愛(3-1)・三木香凜(3-1)・三島丈(3-1)
中村乙葉(3-2)・森貞翔伍(3-2)・森脇迅埜(3-2)
安在蒼依(4-1)・菅原瑛太(4-1)・竹内蓮(4-2)
村上心葵(4-2)・佐古陽(4-3)・菅原咲友(4-3)
小林聡太(5-1)・津田優妃(5-1)・能米輝行(5-1)
浅田蒼一朗(5-2)・稲垣康生(5-2)・髙島佑奈(5-2)
和泉椛愛(6-1)・隈元彩菜(6-1)・曽谷環菜(6-1)
大前琥珀(6-2)・荻野杏彩(6-2)・住所咲菜(6-2)
★｢ひょうご生徒児童の紙上書道展（読売新聞社）」
小学校低学年の部 一席…伊藤綾我(3-1)、佳作…岸義晴(2-1)
小学校高学年の部 三席…岸和奏(5-2)
★若鮎新宮クラブ、バレーボール大会優勝、おめでとう
若鮎新宮クラブのみなさんの健闘を称えます。
◆ JVCA交流大会：優勝
◆ 夏季近畿大会県予選：優勝
◆ 揖龍小学生バレーボール秋季大会：優勝
◆ たつの市民大会バレーボールの部：優勝
◆ たつの市スポーツ少年団総合競技大会バレーボール競技：優勝
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修学旅行に行ってきました
９月３０日(水)、６年生が修学旅行に行ってきました。例年であれば１泊２日の修学旅行ですが、自然学校同様、
本年度はコロナ禍の影響で宿泊せず、日帰りでの旅行となりました。行き先は、古都「奈良」。法隆寺、奈良
公園(春日大社･東大寺)、平城京跡と巡ってきました。教科書で学んだ歴史的建造物を実際に見たり、友だち
と一緒にお土産を買ったり昼食を共にしたりして、思い出に残る修学旅行となりました。

《法隆寺》

《春日大社》

《東大寺二月堂･三月堂》

《東大寺大仏殿》

《大仏》

《平城京朱雀門》

《どうぶつかんらん車》

ちよう れ い

山里 るり

ぜ ひ ご家族ご一緒に、お読みください

げつよう び

本年度は、これまで全校児童が一斉に活動する機会は全くありませんでしたが、ようやく運動会で、
その機会を持つことができました。とは言え、練習時間をそれほど取ることができず、所作の基本となる
｢気をつけ｣や｢礼｣の仕方も、ほとんど指導できませんでした。それでも、子どもたちは立派な態度で運
動会に臨んでいたと思います。基本（詩では｢土｣）さえしっかりしておけば、あとは各々の個性（詩では
｢色｣）を生かして、きれいな花を咲かせてくれるだろうと、期待を抱かせてくれた運動会でした。
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《昔と今の学校》

《ヘアドネーション》

《10月7日（水） 4年「大正池フィールドワーク」》
4年生の人権教育で、ふるさと神部の
先人に学ぼうと、｢大正池｣を題材に、完
成までの苦労や当時の人々の思い等につ
いて地域のみなさんから聞き取り、資料
《10月2日（金） 3年「木工クラフト体験」》
本校では、総合的な学習の時間を中心に｢ふるさと教育｣ にしたものを使って学習します。その事
を進めています。その第一歩として、3年生で神部の｢森林｣ 前学習として、また｢ふるさと教育｣の一環として、実際に
について学習します。今年度も講師に｢揖保川21｣のみなさ 大正池に行ってきました。授業では、このフィールドワー
クで感じたことも生かし、学習を進めていきます。
んを招いて、森林についてのお話を
聞き、木工クラフト体験をしました。
《10月14日（水） 特別支援学級「研究授業（自立活動）」》
馴染みのある｢ヤッホの森｣の木とい
特別支援学級において、認知作業トレーニングを活用し、
うこともあり、子どもたちは熱心に
楽しく運動する中で、一緒に活動する人たちを意識し、励
活動していました。
まし合うことの喜びや協力して成功したときの達成感等を
感じることを目的とした研究授業を行
《10月6日（火） 5年｢自然学校３日目」》
自然学校３日目は、音水湖カヌークラブにお世話になり、 いました。写真は、子どもたちが参観
していた教員たちに一緒にやろうと誘
カヌー体験をしました。天気に
って、大勢で活動している場面です。
も恵まれ、およそ２時間、ハチ
高原とはまた違った自然の中で、
《10月24日（土）～ 「児童生徒美術展」｢発明工夫展｣》
力いっぱい活動してきました。
写真は、発明工夫展で入賞した本校の４名の作品です。
絵画、習字を含め力作揃いの素晴らしい作品展でした。
《10月7日（水） 1･２年「おもちゃランド」》
生活科の学習の一環で、2年生が
作ったおもちゃやゲームで｢おもち
ゃランド｣を開き、1年生を招待しま
した。いろいろと工夫されていて、
みんな楽しく活動していました。

