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１年生のみなさんが，村民
学で三方岩岳登山に挑戦しま
した。台風が接近する中，風が
強く美しい景色を見ることは
できませんでしたが，山頂ま
で登ることができました。険
しい登山道でしたが，みんな
で「頑張れ!頑張れ!」と声を
掛け合いながら頑張ることが
できました。音楽の授業で学
習したように「やっほ!」と短
く発声すると，こだまが帰っ
てきて「やったー」と歓声があ
がりました。

２年生のみなさんが，村
民学の学習でイチジクを
採集するために，寺尾にあ
る有限会社サンフラワー
さんのビニールハウスへ
出かけました。協力隊の旭
さんにイチジクの取り方
を教えてもらいました。
また，農家の下方さんの
畑では，マコモダケの採集
をさせていただきました。
白川村の豊かな自然の恵
みについて学んだ一日で
した。

９年生が公立高校一日入
学で斐太高等学校，飛驒高山
高等学校，飛驒神岡高等学校
へ行きました。それぞれの高
等学校では，学校見学をした
り，説明を聞いたりして高校
を肌で感じ，高校生活につい
て憧れをもつことができま
した。この経験を生かし，こ
れからの進路決定をしてい
きます。

体育大会の延期のため，９月に実施することができ
なかった後期児童・生徒会選挙を実施しました。児童・
生徒会⾧に９年生の髙橋碧さん，副会⾧に９年生の小
坂柚輝さん，８年生の田中萬里さん，前期代表に神田
陽葵さんが立候補し信任されました。児童生徒会スロ
ーガン「幸せ」を実現する姿を求め活動していきます。

＜２＞

学園の児童・生徒の体力向上とレジリエンス（精
神的回復力）を高めることをねらいとして，「RUN
RUN PROJECT」を始めました。１週間に１回，学
年ごとに走るタイムを計測する曜日を設定し，どれ
だけ記録が伸びるかにチャレンジしていきます。先
生たちも一緒になって記録を伸ばしていこうと，毎
日青空タイムには一生懸命に走る姿が見られます。
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｢全力で楽しむ 協力・学ぶ・感謝｣をスローガンとして，６年生が郡
上市と石川県和倉・能登島方面へ一泊二日の日程で修学旅行へ行きまし
た。1 日目は，午前中に郡上市美並町を訪れ，⾧良川でラフティング体
験をしました。午後はひるがの高原・牧歌の里で食事を楽しみ，美しい
お花畑の見学や高原のハロウィンまつりに参加して楽しく過ごしまし
た。夕方，石川県和倉温泉へ移動し，宿守屋寿苑で宿泊しました。２日
目は，旅館近くの海岸を散策した後，のとじま水族館を見学したり，能
登ガラス工房でサンドブラスト体験をしたりしました。行った先々で出
会った方々への感謝を挨拶で伝え，６年生１２人全員が全力で楽しみ，
協力し，学ぶことができた修学旅行でした。

１０月１３日は，学園の学校給食にいつも大変おい
しい米粉パンを提供していただいた白川郷鳩工房の
東川さんのパンの最終日でした。一つ一つ心を込めて
丁寧に焼き上げていただいていたしっとりとして甘
みのある東川さんのパンを学園のみんながいつも大
変楽しみにしていました。

６年生は村⾧さんより，白川村観光大使に毎年
任命されています。今年度も，修学旅行に白川村
を訪れた古川小 6 年生を白川村観光大使として
荻町を案内しました。
和田家や⾧瀬家について説明をしたり，事前に
作成した合掌造り家屋についてクイズを出題し
たりしながら案内をすることができました。

１０月２５日の朝，学園集会を行いました。後期・児童生徒会
選挙の結果を受け，後期児童生徒会役員の認証式を行いました。
校⾧先生から新執行部の役員のみなさんに認証状が手渡されま
した。また，３・４・５年生が宝物の紹介を行い，各学年の取組
で頑張った事実や成⾧できた事実などを発表しました。
白川郷合掌造り保存財団
の下目さんや原さんにご指
導を受けながら，今年６月
に植え，大きく成⾧したさ
つまいもをたくさん収穫す
ることができました。収穫
したさつまいもは，給食の
具材にも使っていただきま
した。また，芋のつるは村民
学の学習でリースをつくる
ために活用します。さつま
いもの栽培を通して，白川
村の農業を大切にしていこ
うという思いをもつことが
できました。

１０/２２ 三輪北小との交流(６年)

１０/２８ 則武小との交流(６年)

６年生が，８日の古川小に続いて，三
輪北小（岐阜市）との交流を行いました。
修学旅行で白川郷を訪れた三輪北小学
校の児童と一緒に荻町に出かけ，白川村
観光大使として，和田家や⾧瀬家などの
合掌造りなどの紹介をしました。

６年生が今年度最後の白川村観光大
使としての活動を実施しました。昨年
度も交流を行った則武小（岐阜市）の
みなさんを観光大使として荻町を案内
しました。一人一人が８人の則武小の
みなさんのガイドとなり説明をしまし
た。
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日

曜

最終下校

主な予定

前期

後期

１ 月

15:20

15:20

2

火 公表会（３時間授業・給食なし）・ふるさと教育週間

11:30

11:30

3

水 文化の日

4

木 クラブ ７年生担い手体験

5

金 ７年担い手体験 指導部会

16:20

6

土

16:40

×

16:40

×

日 白川村総合防災訓練

☆

火 １～４年読み聞かせ（P 母親委員会）

1・2年
15:20
3～6年
16:20

16:40

×

10 水 橋本先生来校

15:30

15:30

×

11 木 LP LS

1～3年
15:20
4～6年
16:20

16:40

×

12 金 岐阜大学教職大学院視察

16:20

16:40

×

13 土
14 日

15:20

16 火

1・2年
15:20
3～6年
16:20

16:40

×

5年以外
13:30
5年15:30

15:30

×

1～3年
15:20
4～6年
16:20

16:40

×

16:20

16:40

×

17 水 就学時健康診断・新入生説明会
18 木 クラブ ９年生期末テスト①
19 金 ９年生期末テスト②
20 土

☆

三者懇談①（後期）
22 月
登校ふれあい週間（～２６日）

15:20

16:40

23 火 勤労感謝の日
24 水 高山市教研（３時間授業）

LP

LS 三者懇談②(後期)

期末テスト（９年生以外） ９年生財政教育

期末テスト②（９年以外）
三者懇談③(後期)

×
☆

12:40

12:40

×

1～3年
15:20
4～6年
16:20

16:40

×

16:20

16:40

×

27 土

☆

28 日

☆

29 月 学費口座振替日 職員会

15:20

15:20

30 火 SC

1・2年
15:20
3～6年
16:20

16:40

×

“バス通学 ウォーキング” プロジェクト

通常、バス通学の子たちは校門前までスクールバスに乗ってきます。校門でバスが通り過ぎるのを見ている
と、バスの中でコックリコックリとしているような子も少なくありません。バスから降りて校門までの数 10
メートルを歩く姿を見ていても、なんとなくボーッとして覇気がない子もいます。そんなバス通学の子ども達
を見ながら、少しでもシャキッとして欲しいと願い、村教育委員会にお願いして、役場でバスを降ろしてもら
うことにしました。子ども達にそのことを提案したとき、「楽しみだ！」といった声まで聞かれました。
実際に始めてみると、数百メートル歩いただけなのに校門を通っていく時の一人一人の姿が全然違うので
す！ 挨拶の声のトーンも全く違います。感想を聞いてみても、
「なんか歩
くと楽しい」
「通学班の班長ができて嬉しい」などと前向きな返事がほとん
どです。地域の方からも「バス通学の子たちが、歩いて登校しながら元気に
挨拶してくれて嬉しい」などといったお声も頂きました。
現在は週に 2 日（火・木曜日）、役場から学校までを歩くようにしていま
すが、少しずつ距離を伸ばしたり回数を増やしたりしながら実施したいと
考えています。

☆

21 日

“青空タイム RUN RUN” プロジェクト

午前中に 15 分間設けられている「青空タイム」
。この時間を使って、
グラウンドを走ることにしました。学年によってトラックを走る周回数
を設定し、タブレットでタイムを計りながら走っています。最初は「月
曜日は１・２年生」
「火曜日は３・４年生」…といった具合に走る日を決
めていたのですが、今では別の学年が走る日でもグラウンドに出て走る
姿が見られるようになっています。走っている子に向かって「がんばれ
～」と応援する姿が多く見られます。また、前期課程の子と一緒に走る
後期課程の子もいます。もちろん、先生たちも走ります。
運動をすることは、脳に刺激を与えます。少しの運動でも効果があることは科学的にも立証されているそう
です。よく考えてみれば、当たり前の話ですよね。だって、
「脳は身体を動かすためにできている」のですか
ら。

Ⅱ

15:20

稔

子ども達に強くたくましい子になって欲しいという願いをもち、10 月に入ってから３つのことに取り組ん
でいます。

Ⅰ

☆
☆

15 月 企画委員会

26 金

救急車の中

☆

16:40

25 木

白川郷学園 校長 大坪

☆

積極的な参加をお願いいたします。

15:20

9

「心も身体も、強くたくましい子」を目指して
放水体験

月 スクールカウンセラー

8

ホームページ
http://school.shirakawa-go-org

×
×
☆

1～3年
15:20
4～6年
16:20

7

部活

２日(木)リーダープロジェクト クラブ
４日(土)地域公開日・子ども未来会議
６日(月)振替休業日
７日(火)学園集会
８日(水)結クラスウイーク（～１４日）
4１０日(金)薬物乱用防止教室
１６日(木)リーダ－プロジェクト
２０日(月)登校ふれあい週間（～２４日）
２４日(金)２学期終業式

Ⅲ

“自分を語ろうプレゼン” プロジェクト

頑張ったこと

私たち教職員は、本校の子ども達「自分には良いところがある！」と自信を
やると決めたこと
もって言える子になって欲しいという願いをもっています。保護者や地域の
方も、当然、同じ願いをお持ちですよね。
白川郷学園は、意図的にタブレットを使用した活動を多く取り入れていま
す。それにより、タブレットの操作については手慣れたところがあります。そ
こで、その特性を生かして、全学年で三者懇談を行い、その場で自分の良さや
頑張っていること、課題や反省点、願いや約束などをプレゼンテーションするという取り組みを行うことにし
ました。
後期課程は 11 月下旬に、前期課程は年が明けた 1 月末頃に三者懇談を予定しています。その場で全ての
子ども達に、自分自身のことを語らせたいと考えています。内容も様々かと思いますが、乞うご期待！

川内優輝さんが教えて下さった「現状打破」という言葉を胸に、新しい取り組みをドンドン仕
掛けていきたいと考えています。良いアイデアがありましたら教えて下さい。お願いします。

