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たつの市立揖西東小学校 

発行：校長 伊藤 忠司 N0.10 

一 月 の 行 事 予 定  

 

年頭にあたって 

保護者の皆様、地域の皆様、明けましておめでとうございます。 

皆様には、健やかに新しい年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

昨年は、本校の教育に格別のご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました。 

本年も変わらぬご支援の程、よろしくお願いいたします。 

 

さて、いよいよ３学期を迎えました。 

３学期は、他の学期に比べ授業日数が少ないのですが、学年のまとめとなる重要な学期です。 

特に６年生にとっては、最後の小学校生活になります。 

それぞれの学年の皆さんが、校庭の「ひがしの子」の石碑に込められた願いを忘れず、 

一日一日を大切に、よき伝統を築き、引き継いでいってほしいと願います。 

 

また、寒さもさらに厳しくなっていきます。 

体調にくれぐれも留意し、今学期も、本校の子どもたちが心身共に健康で、 

勉強をはじめとする様々な活動に楽しく取り組めますよう、 

教職員一同全力で努力してまいりたいと思います。 

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

たつの市立揖西東小学校長 伊藤 忠司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 火 元旦・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 21 元旦登山 21 月 東っ子がんばりタイム 

8 火 始業式 一斉下校 職員会議 22 火 記者派遣事業(5 年) ｻｲｴﾝｽﾘｰﾀﾞｰ育成事業(6 年) 

9 水 地区児童会(3 校時) 一斉下校 23 水 ＡＬＴ 一斉下校 職員研修 

10 木 身体測定 給食開始 委員会活動 
24 木 

移動図書館(2 年貸出) 大倉学級 

11 金 代表委員会 ＰＴＡ常任委員会 

14 月 成人の日 28 月 東っ子がんばりタイム 

15 火 皮革工場見学(5 年) 図書ボランティア 29 火 ＰＴＡ合同委員会⑤ 

16 水 ALT 一斉下校 30 水 昔の道具体験(3 年) 一斉下校 読書ボランティア 

17 木 貯金日 避難訓練 大倉学級 大倉学級運営委員会 31 木 大倉学級 

18 金 防火消防まめ講座(4 年) ２/２ 土 大倉学級発表会・閉級式 
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【5 年生：富士グローブ工場見学】１１月２０日(火) 

富士グローブは、設立からもう 50 年以上も経つ工場

です。その工場を見学し、たつの市の地場産業である皮

革について学んでいきます。まず子どもたちが目にした

のは、“天然皮革だから手に馴染む”「かわて」と書か

れたたくさんのダンボール箱。中に入っているのはもち

ろん革の手袋ですが、そのイメージを質問されました。

「…強い？」「すべりにくい」など答えていました。そ

の後、耐久性や耐熱性が優れているんだというお話を聞

き、そのもとになっている牛の革を見せていただきまし

た。すごく大きな革が目の前に広げられ、革の単位や手

袋を裁断する道具なども見せていただきました。そし

て、いよいよ工場の中に入り、どうやって出来上がって

いくのかを見学することができました。 

 

【避難訓練実施】11 月 21 日(水) 

火災を想定にしての避難訓練及び通報訓練を実施し

ました。すばやく安全に避難したつもりでも、さらに気

を付けなければいけないことがあることを、たつの消防

署の方々に教えていただきました。特に災害はいつ起こ

るかわからないから、自然に体が動くように訓練をしな

いといけないことや、火災で一番こわいのはけむりであ

り、縦方向にすごい速さで上がってくることもわかりま

した。全国で約 3 万 7 千件も起こっている火災です。

焚き火などの火遊びを絶対しないようにという注意を

静かに聞いている東っ子でした。 

 

【2 年生：もっとなかよし町たんけん】 

11 月 28 日(水) 

今まで知らなかった町の様子や、そこで働く人たち

について新しい発見をしたり、人々とふれあう喜びを

感じたりしながら自分たちの町の良さに気づくこと

をねらいとして、２年生が町探検に出かけました。朝

日に輝く町を進んでいくと、目的地の方々が店の前

で、笑顔で出迎えてくださいました。店の中には、目

新しいものがいっぱいでキョロキョロしている子も

います。それでも本来の目的を忘れず質問タイム！”

でんき“って何だろうと不思議に思っていた子はその

不思議をプロに尋ねたり、また、体験させていただい

たりして、普段見ることができず確かめられなかった

世界を少しのぞくことができ、満足そうな２年生でし

た。半日、町探検に同行していただいた保護者の皆様、

また、お忙しい中子どもたちの活動にご協力いただい

た地域の皆様、本当にありがとうございました。今日

の経験は、「ぼくらの町はやさしい町やで！」という

故郷に対する誇りとなると信じています。 

 

【１・2 年生：芋ほり大作戦】11 月 30 日（金） 

おだやかな天候のもと、午前中は２年生、そして

午後からは 1 年生が、学習園で芋ほりに挑戦しまし

た。先生が長い長い芋のつるを切っていきます。そ

して、そのつるのもとをそっとほっていくと・・・

「先生、あったよ！」と歓声があがります。 

「こっちにもおおきなやつが・・・。」なかなかぬ

けないお芋さんを、みんなで一生懸命ほりおこして

いました。 
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【西中学校区特別支援学級合同学習会】１２月６日(木) 

西小学校のインフルエンザの流行のため、急きょ東小学

校に会場を移して行われた合同学習会では、西中学校区の

学校と西はりま支援学校の皆さんの音楽やマジック、また、

漫才などの出し物が披露されました。また、クリスマスを

イメージした帽子を作ったり、サンタさんの登場に驚いた

りした学習会でした。東の子どもたちも元気に演奏を披露

し、会場の片付けもしっかり手伝っていました。 

 

【5 年生：食肉衛生検査センター出前授業】12 月 6 日(木) 

たつの市にある兵庫県衛生検査センターの方々の出前授

業を受けました。でも、その前に衛生検査センターって？

どんな仕事をされているの？と疑問に思っている 5 年生。

その疑問を一つ一つ分かりやすく説明してくださいまし

た。そして、みんなが食べたことのある牛の内臓部分の標

本等も見せていただき、２～３歳くらいの牛の命をいただ

いていることも知りました。安心安全な食肉が食べられる

のもセンターの方々のおかげであると実感した１時間でし

た。 

 【2 年生が大発見】12 月 7 日(金) 

昼、なにやら外が騒がしいと思ったら、どうやら学校の

中で蟹を発見したようです。見たこともないようなとても

大きな蟹を捕まえてきた２年生でした。（バケツの底いっぱ

いの大きさ） 

 

【５年生：凧作り講習会】12 月 10 日(月) 

凧！ところによってはいかのぼりともいうらしいのです

が、市内在住の日本凧の会会員の３名の方に来ていただい

ての凧作りをしました。いかの形をしたごんぼ凧。凧絵を

しっかりと描いてきた５年生ですが、一枚の紙がどうやっ

て凧に変身するのかはわかりません。話をしっかりと聴い

ていれば絶対できるはず。いよいよ凧作りがスタート。で

も、しっかり聞いていたはずなのに、やはり不安で、「これ

でいいのかな？」と確かめずにはいられません。糸で縫い

合わせたりする作業や糸目作りに四苦八苦しながらも青い

空に舞い上がる凧ができあがりました。 

 

【２年生：もっとなかよし町たんけん発表会】 

１２月１０日(月) 

自分がもっと仲良しになりたいところを選んで探検し

て、驚いたことや発見したことをまとめていきました。そ

して、探検させていただいたお店の方々や園の先生方、お

家の方もお招きして発表会をしました。 

自分たちの発表を聞いてもらおうと力が入ります。感心

したのは、どのグループもクイズにして自分たちの感動を

伝えていたことです。 

「…には冷蔵庫がいくつあると思いますか？」「正解は７

つです。」の声に「ええっ」という驚きの声があがります。

他にも工務店にある道具の数は・・・とか散髪にかかる時

間は？・・・きっと探検して驚いたのでしょうね。その驚

きをうまく伝えていました。発表会にお越しいただきあり

がとうございました。 
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【4 年生：霞城館見学】１２月１４日（金） 

４年生は、故郷のことを一生懸命調べています。私

たちの町にはどんな有名な人がいるのかを下調べを

して、さらに詳しく調べるために霞城館を訪れまし

た。童謡「赤とんぼ」で有名な三木露風さんの資料を

必死に書き写している子もいれば、「あっ、哲学ノー

トがある！」といって三木清さんの資料に駆け寄る子

もいました。ほかにも龍野公園に「嗚呼玉杯に花うけ

て」の 歌碑のある矢野勘治さんや、詩人の内海信之

さんについて調べている子もいました。揖西町で生ま

れたという文字を見たり、日本中の人たちが知ってい

る童謡「赤とんぼ」が生まれた町だと館長さんからお

話を聞いたりすることを通して、故郷を誇らしく感じ

た子どもたちです。 

 

【大倉学級：しめ縄・竹細工づくり】１２月１６日（日） 

大倉学級では、東小校区でとれたわらや竹を使って、

毎年恒例のしめ縄・竹細工づくりをしました。のこぎ

りや小刀など、普段使うことがない道具を使い、サポ

ーターの皆さんに教えてもらって一生懸命作り上げて

いきます。そして、「できたぁ！」といって竹トンボや

紙玉てっぽう、うぐいすぶえを楽しむ子どもたちの笑

顔。しかし、わらをなうという作業は、小さな手の子

どもたちにとっては、なかなか難しい作業のようです。

それでもなんとかしめ縄ができあがったときには、達

成感に満ちた表情でした。これも地域のサポーターの

皆様のおかげです。作り方を教えていただきながら、

サポーターの皆様のやさしさにふれさせていただき、

また、自然ととともに生きる知恵も学んだように思い

ます。 

地域サポーターの皆様、ありがとうございました。 

 
【6 年生：小中交流連携授業】12 月 3 日（月） 

あと４ヶ月で中学校に入学する６年生ですが、今

日は西中学校の先生をお招きして理科の授業を受け

ました。身近にある力を実験で体験していきます。

特に磁力や表面張力の実験では、思わず歓声があが

る場面が何度もあり、楽しい時間を過ごすことがで

きたようです。 

 

↑表面張力の実験 一円玉が何枚入る？ 

 

【児童会主催：クリスマス集会】12 月 18 日（火） 

〇〇ご苦労さん会など、全校児童のことを考えて行

動してきた 6 年生が、２学期のしめくくりとして考え

たのは、クリスマス集会です。 

体育館に集まったみんなの前で、サンタ VS ブラッ

クサンタの戦いが・・・。その後、みんなが参加して

のゲームで盛り上がった集会でした。 

 

↑6 年生の寸劇に会場が盛り上がる 
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