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但馬の自然に学ぶ～２泊５日の自然学校～
例年であれば４泊５日の自然学校ですが、コロナ禍の影響でハチ高原での２泊３日と学校での２日間の活動
となりました。下の表は、主な活動内容です（丸数字は写真番号）
。
１日目（11月2日）

２日目（11月３日）

３日目（11月４日）

午前

出発式①･開校式･オリエンテーション

鉢伏山登山⑤

アイスクリーム作り⑧

午後

焼き板作り②･ツリークライミング③

ウルトラアドベンチャーゲーム⑥

閉校式⑨･解散式

サイレントウオーク④

キャンプファイヤー⑦

夜

その他
※班会議⑩
※食事⑪
※高原での外遊び⑫
4日目（11月8日）：勾玉作り⑬
5日目（11月9日）：振り返り

自然学校では、グループ行動が基本となります。心と体を鍛え仲間づくりに資するプログラムとなってい
て、グループで力を合わせて活動しなければなりません。出発式の時、「みんなで力を合わせてやるというこ
とは、その仕事を分担した誰かだけがやるのではなく、一人一人が自分で考え、やれることを見つけてやる
ということだ」と話しました。子どもたちは、２泊５日の集団生活をとおして協力するということを体験し、
ずいぶんと成長したように思います。５年生保護者におかれましては、ハチ高原からの帰宅後に、いっぱい
土産話を聞いてくださったと思いますが、これらの経験を今後の成長につなげてくれたらと期待しています。
②

①

③
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⑪

⑥

⑫

⑬

⑩

国や県･市の方針、感染状況等に変化があった場合、変更になることがあります

１日(水)

★毎月 日は、笑顔の日
「ノーゲーム ノ
･ースマホデー」

SSW(スクール･ソーシャル･ワーカー)来校、全校朝会、
研究授業(1-1人権)
３日(金) 代表委員会、委員会活動、｢定時退勤日｣
3日(金)～7日(火):「音楽学習発表」動画視聴可能期間
５日(日) PTCA実践発表会
６日(月) ALT(外国語教育指導補助員)来校
７日(火) ALT来校、SC(スクールカウンセラー)来校(午前中)、
4年｢大正池フィールドワーク｣
１０日(金) クラブ活動、｢定時退勤日｣
１１日(土) PTA資源回収
25
１３日(月) ALT来校
１４日(火) SC来校(午前中)
１７日(金) 移動図書、親子読書、｢定時退勤日｣
１８日(土) 青少協パトロール
２０日(月) ALT来校
２１日(火) SC来校(午前中)
２２日(水) 給食2学期最終日、地区児童会
２４日(金) 2学期終業式、｢定時退勤日｣

《児童会 ｢元気いっぱい あいさつ隊 ～シーズン２～｣の取組》
運動会の代休明けの10月26日(火)より2週間、
｢あいさつ隊｣が再結成されました。シーズン1と
はまた違ったメンバーで、神部小学校を元気な
あいさつでいっぱいにしようと張り切って活動し
ていました。児童会活動も制約のある中、でき
ることを考え、工夫して取組を進めています。
《10月2７日（水） 「教育実習生研究授業」》
2名の教育実習生(本校卒業生)が、10月4日(月)から29日
(金)までの4週間、指導教員の下で授業を進めたり、子ども
たちとふれあいを深めたりしました。この日、2名はそれぞ
れ2年2組と6年1組で算数の研究
授業に臨みました。子どもたち
もまた、授業中よく考え、意欲
的に学習に取り組んでいました。

《10月2８日（木） ２年「まち探検」》
3グループに分かれ、｢消防署(揖保川出張所)→第一仏光
こども園→ボンジュール｣、｢キリン堂→竜野駅→神部こど
も園｣、｢マックスバリュ→神戸神社→文
※12月25日(土)から1月7日(金)まで冬季休業です。
化センター｣と探検に出かけました。そ
12月29日(水)から1月3日(月)まで学校施設を閉鎖します。
れぞれの場所で、いろいろ教えていただ
※3学期の始業式は1月11日(火)です(8日(土)･9日(日)は週休 き、子どもたちは、ふるさと神部のこと
日、10日(月)は祝日)。給食は1月13日(木)から始まります。 をもっと知りたいと強く思ったようです。
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《10月２８日（木） ６年｢救急救命講座」》
消防署の救急救命士の方に加え、市民救急救命隊のみな
さんにも指導者としてご来校いただき、｢救命入門コース｣
を実施していただきました。CPR(心肺蘇生法)一人法とAED
(自動体外式除細動器)の使用法について教えていただき、
全員が実習に臨みました。いざという時、今日の学習が少
しでも役に立てばと思います。救急救命士の方が最後に、
一番大事で難しいのは、実は最初に
｢大丈夫ですか｣と声をかけることだ
とおっしゃっていました。本当に助
けを必要とする人の所へ駆け寄る勇
気を､子どもたちにはぜひ持っても
らいたいと思います。
《10月２９日（金） ３年「ヤッホの森探検」》
今年度、今後の学習に役立てようと｢ヤッホの森探検DVD｣
を作成しました。子どもたちは、事前にそれを見てから探
検に出かけました。現地で説明を受けるだけでは、聞き逃
したり説明の対象が何なのかよく分からなかったりするこ
ともありますが、予習していたので、それを実際に目で確
かめながら、里山として利用されて
きたヤッホの森の動植物や古墳･沼田
といった昔の人が造ったもの等につ
いて興味深く学習を進めることがで
きました。よい天気で、亀岩からは
遠く大鳴門橋が見えるほどでした。
《1１月４日（木）･11日（木） ４年「海に学ぶ体験学習」》
感染防止対策のため魚介を使った調理実習はできません
でしたが、学級ごとに２日に分けて、室津漁港でいけすの
魚に触れたり漁船に乗ったり室津の
町並みを散策したりして、海を身近
に感じてきました。最後に、道の駅
｢みつ｣に立ち寄り、お弁当を食べ、
砂浜で遊んで帰ってきました。
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《表彰》 ～みなさん、おめでとうございます～
★｢たつの市発明工夫展」
発明工夫賞…金田彰真(3-2) 研究賞…真野晄(1-1)
入選…中野希咲(4-1)･福本創祐(4-1)･岸義晴(3-2)
★｢たつの市児童生徒美術展」
《絵画の部》入選
稲垣康生(6-1)･藤原涼緒(6-2)･宮本孝彦(5-1)･古寺紗菜(5-2)
池口悠馬(5-3)･田中七海(4-1)･隈元鈴奈(4-2)･湯淺陸(3-1)
逧田結斗(3-2)･阿部光之介(2-1)･山本蒼空(2-2)･衛藤杏(1-1)
古河彩音(1-2)
《書写の部》入選
小池真由(6-1)･濱田彩羽(6-1)･岸和奏(6-2)･吉田琴音(5-1)
井上凜桜(5-2)･細見優萌(5-3)･伊藤綾我(4-1)･中野希咲(4-1)
加藤華凛(4-2)･脊戸菜緒(3-1)･金田彰真(3-2)･岸義晴(3-2)
阪梨礼(2-1)･石井陽莉(2-2)･菅原ほの花(2-2)･前川恋菜(1-1)
藤原花(1-2)
★｢校内作品展」入選
遠山愛莉(6-1)･古川茉莉花(6-1)･三木景仁(6-1)･鶴谷亮仁(6-2)
濱田悠羽(6-2)･森口璃久(6-2)･福田魅夕(5-1)･柚垣翔太郎(5-1)
武内そら(5-2)･山口侑大(5-2)･菅原咲友(5-3)･村上心葵(5-3)
清水芽生(4-1)･森貞翔伍(4-1)･米澤心々菜(4-1)･梅村凛太郎(4-2)
永富乃愛(4-2)･平田紘基(4-2)･仮屋原莉桜那(3-1)･坂本侑愛(3-1)
能米慶行(3-1)･淺尾樹(3-2)･中川就斗(3-2)･森口乃唯(3-2)
岡田結和(2-1)･佐古旭(2-1)･中川栞那(2-1)･浦元遥真(2-2)
櫻井直斗(2-2)･辰巳優心(2-2)･今城奏人(1-1)･真殿晃成(1-1)
萬壽倖芭(1-1)･冲大輝(1-2)･杉原ジア(1-2)･前田悠李(1-2)
★｢西播磨小学生人権書道コンテスト」
優秀賞…岸和奏(6-2)･吉田琴音(5-1)･金田彰真(3-2)
奨励賞…宮本愛彩(3-1)
★「こども組合貯蓄作品（ポスター）展」
銀賞…大塚陽葵(1-1) 銅賞…岸和奏(6-2) 佳作…淺尾叶(1-2)
★｢西播磨ふるさとの風景絵画コンクール」
優秀賞…藤原花(1-2)
佳作…上口悠史(6-1)･圓尾碧月(5-2)･森脇季歩(2-1)
石井陽莉(2-2)･古河彩音(1-2)･松本芯矢(1-2)
★「ソフトボール各大会」（神部SC）
［Jr夏季大会］準優勝・最優秀選手賞：常城叶真(5-1)
［サルビア杯］優秀選手賞：山口侑大(5-2)
［青木杯］第３位・敢闘賞：大田唯仁(4-1)
［加古川jrカップソフトボール大会］
最優秀選手賞：谷口愛依(5-3)
［春季大会(春開催は見送り10月に実施)］
第３位・敢闘賞：小池竜矢(3-1)
［エンジェルス杯］第３位・敢闘賞：坂本来夢(6-2)
［Jr春季大会(春開催は見送り11月に実施)］
第３位・敢闘賞：増井啓人(3-1)
［Jr秋季大会］第３位・敢闘賞：田中雄大(5-1)
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《1１月9日（火） 児童会「読書ラリー」「MeetでBINGO」》
読書ラリーは図書委員会が計画し、大休みに行いました。
先生方のお薦めの本を紹介した掲示物を探し、そこに書か
れた一文字をつなげるとクイズが現れるようになっていて、
子どもたちは一生懸命考えていました。BINGOは企画委員会
が計画し、昼休みにタブレットを使って行いました。あら
かじめ学級で「秋と言えば○○」の○○の部分をBINGOカー
ドに記入しておき、教師のインタビュー映像(録画)で答え
合わせをしていきました。
どの委員会もアイデアを出
し合い、素晴らしい活動がで
きていること嬉しく思います。
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