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ワクワクあふれる義務教育学校
日

曜

最終下校

主な予定

前期

後期

１ 日
2

月 英語科指導者来校 3 年サバイバル

3

火 文化の日

4

水

15:15

荘川中交流（後期）６年サバイバル
８９年５G 授業

16:15

クラブ ５６年白川びと学
７年担い手体験

1～3年
15:15
4～6年
16:15

16:35

16:15

16:35

5

木

6

４年サバイバル
金
７年担い手体験

7

土 斐太高オープンキャンパス

8

日 英検２次

9

月 ３年キノコ狩り

12 木
13 金

16:35

消毒サポーター配置のお知らせ

☆
×

１０月より、学園に２名の消毒サ
これまで、新型コロナウイルス感

×

染症予防のため、昼休みから掃除の

×

７年白川研修 ６年修学旅行

15:15

16:35

×

－

－

×

16:15

SC 来校 教育実習終了
7 年白川研修 ６年修学旅行
９年期末テスト①

９年期末テスト② ８年サバイバル
就学時健康診断 新入生説明会 村民文化祭作品搬入

1～3年
15:15
4～6年
16:15
5年以外
13:30
5年
15:15

16:35
16:35

×
×
×

14 土 吉城高オープンスクール

☆

15 日 村民文化祭作品展（～２２日）

☆

16 月 高山市教研（３時間） 学園朝会

12:25

12:25

×

17 火

16:15

16:35

×

18 水 6 年荘川小交流

16:15

16:35

×

19 木 クラブ ９年財政教育プログラム

1～3年
15:15
4～6年
16:15

16:35

×

16:15

16:35

×

20 金 8 年がん教育
21 土
22 日
23 月 勤労感謝の日

☆

24 火

リーダープロジェクト

文化

25 水 三者懇談②(後期)
26 木

期末テスト①（７，８年）三者懇談③(後期)
５，6 年河合小交流 ひとりだちテスト（前期）

27 金

期末テスト②（７，８年）実力テスト９年

校長

大坪 稔

後の時間帯での次亜塩素酸ナトリ

恒例の茅刈りが、晴天の中で行われました。上手さんによるご指導を受けた後、

ウム消毒液による消毒作業を職員

割り当て場所に分かれて作業しました。

で行ってきましたが、１０月から

私は、8 年生の割り当て場所で一緒に作業していました。私のそばで作業して

は、文部科学省｢学校における新型

いたのは 8 年生のＡさんとＹさんと６年生のＮさんです。２人の８年生が 6 年

コロナウイルス感染症に関する衛

生に縛り方を教えている時の姿が見事なことにびっくりしました。まず、8 年生
自ら縛ってみせて、そのあと解説していました。次の束は６年生Ｎさんに一人で

生管理マニュアル｣～｢学校の新し

縛らせてみて、最後に

い生活様式｣～（2020.9.3Ver.4）に基

「そうそう、上手い、ＯＫ！」

づき、２名の消毒サポーターの方に

と誉めているのです。

放課後の時間に次亜塩素酸ナトリ

“やってみせ、言って聞かせて、させてみて、誉めてやらねば、人は動かじ”と

ウム消毒液による消毒作業を実施

言ったのは山本五十六さん
ですが、上級生から下級生へのそういう指導方法が学園

マスクの着用の徹底やフェイス

では自然に身についているのだと感じました。結ウイー

シールドの活用などを行いながら

クや結フェス、また、普段から自然にある異学年交流な

これからも新型コロナウイルス感
染症予防に努めていきます。

どの成果ですね。縛られて立てられている茅を見て、茅
屋根技術者の方が、
「今年の茅は縛り方がめっちゃいい！

型が揃ってい

ることが実は重要なんですよ。茅は量より質が大事なん
ですよ！ 僕たちの作業にとても影響するんで！」
と喜んでみえました。
最後に刈り取った茅の束を数えていただいたら、今年

☆
☆

三者懇談①(後期)
祭搬出

“茅刈り”という体験学習を守るために

時間帯でのエタノール消毒と放課

していただくことになりました。

15:15

令和２年１１月 ２日
ホームページ
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ポーターが配属となりました。

☆

×

自立・共生・貢献
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部活

☆
☆

リーダープロジェクト 命を守る訓練
10 火
引き渡し訓練（５時間授業）
11 水

16:35

ひとりだち

16:15

16:35

×

16:15

16:35

×

1～3年
15:15
4～6年
16:15

16:35

16:15

16:35

×
×

スクールカウンセラー来校 ひとりだちテスト（前期）

28 土

☆

29 日

☆

１日(火)荘川中交流（７年）
２日(水)飛騨市教育研究所視察
３日(木)クラブ
５日(土)子ども未来会議
※２日～４日（地域公開日）
７日(月)振替休業日
８日(火)学園朝会
リーダープロジェクト

９日(水)琴臣先生
｢和心の授業｣
村議会村教委訪問
１１日(金)スクールカウンセラー来校
薬物乱用防止教室（６・９年）

１７日(木)クラブ発表会
２１日(月)たばこ防煙学習（５年）
２２日(火) リーダープロジェクト
２５日(金)２学期終業式（給食あり）

は全部で 300 束だったそうです。茅は屋根１㎡を葺く
のに 13 束必要だそうです。ということは、300÷13
＝23.1 でおおよそ 23 ㎡の屋根が葺けるだけの茅を
刈り取ったことになります。児童生徒 50 名、職員と指
導員で 36 名の合計 86 名で 2 時間弱の作業をした成
果としては少ない気がしたと同時に、合掌造り１家屋分
の茅を刈り取るということはすごく大変なことなのだとあらためて感じました。
学校教育の中では安全面への配慮は非常に重要なことです。生徒全員が鎌を持って作業するような体験を仕
組むような学校は少ないことでしょう。本校では、たくさんの方々に指導者
として参加していただきつつ安全面にも配慮しながら、このような貴重な体
験をさせることができることは有り難いことです。だからこそ、怪我は絶対
にさせてはいけないものです。出がけに役場でたまたま会った村長さんが「怪
我をするなよ！」とおっしゃったのもそのような視点からだと思います。次
年度も、細心の注意を払って指導にあたりながら、貴重な体験をさせるとい

30 月 学園集会

学費口座振替日

15:15

15:15

×

う伝統を守りたいものです。
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絶好の天候の中，
三方岩岳登山に挑戦
しました。険しい登
山道でしたが，みん
なで声を掛け合い登
った，頂上から見る
景色は絶景でした。

今年度も古川小の 6 年生と交流会
を行いました。６年生は白川村観光大
使として白川村についてのクイズを
出題し，古川小の児童のみなさんに理
解を深めてもらいました。

９年生が今須中(関ヶ原町)との交流を行いま
した。後期課程玄関前で，今須中の生徒を出迎え
た後，お互いの学校やふるさと紹介をしたり，グ
ループでの交流活動をしたりしました。短い時
間でしたが,充実した交流となりました。

１０/２則武小との交流
(６年)
６年 生 が則 武 小（ 岐 阜
市）と の交流を行いまし
た。後期体育館にて代表児
童がそれぞれのふるさと
や学校について紹介をし
ました。また，６年生児童
は荻町に出かけ，則武小の
児童に合掌造りなどの紹
介をしました。

９年生が公立高校一日入
学に出かけました。朝，学園
に集合し，バスとタクシ－に
行き先ごとに分かれて乗車
し，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等
学校を肌で感じることがで
きました。
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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
はリースにするために活用
します。荻町でのさつまい
も栽培を通して，これから
も，白川村の風景を大切に
していく心をもつことがで
きました。

８年生は村から依頼を
受け，ふるさと納税の返礼
品として｢白川郷コシヒカ
リ｣のブランド化について
取り組んでいます。
高山研修では，飛騨市と
高山市のブランド化戦略
について両市役所の観光
推進担当者の講話を聞い
たり，高山米穀にて｢白川
郷コシヒカリ｣の袋詰め作
業に取り組んだりして研
修をしてきました。２日目
はあいにくの雨でしたが，
高山の古い町並みを班ご
とに散策しました。

４年生が高山市資源リサイクルセンター
に社会見学に出かけました。センターの職員
の方にお話を聞いたり，実際のゴミ処理場の
見学をしたりして資源リサイクルについて
の学習を深めることができました。
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１０月１９日（月）に七宗町立神渕小・加賀市立橋立小の校⾧
先生方，１０月２０日（火）に熊本県水上村教育委員会の方々が
義務教育学校視察に白川郷学園へおみえになりました。
４年生のクラッピングによるお出迎えの後，８年生が新しく
学園の顔として白川村と学園の紹介をしました。ふるさと納税
や白川郷コシヒカリについても PR をしました。

伝統の継承・共生・貢献をねらいとして今年度も茅かりを実施しま
した。昨年度から６年生も加わり，６～９年生で行いました。１０月
２３日には茅かりについての事前学習を行い，当日は地域の方々の
ご協力をいただき，たくさんの茅を刈ることができました。この茅か
りを通して，自分たちのふるさと白川郷に誇りをもち，合掌造りを守
っていこうという思いを新たにすることができました。

｢平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自然や文化などに親し
むとともに，集団生活の在り方や職業感などについての望ましい体験を
積むことができるような活動を行う。｣を目的とし，９年生が石川県能登
島・高山市・岐阜市方面へ二泊三日の日程で修学旅行へ行きました。1
日目は，イルカウオッチングや海釣りをしたり，のとじま水族館を見学
したりしながら岐阜県にはない海の体験をすることができました。２日
目は，魚の水揚げ体験，魚さばきや干物づくり，ドラゴンボートに乗っ
て海洋ごみ回収をしたりして SDGS の観点から学習を深めることがで
きました。３日目は，岐阜市へ移動し，鵜匠さんのお話を聞いたり，フ
ァミリーパークでアスレチックをしたりして充実した活動ができまし
た。生徒の手で創りあげた素晴らしい修学旅行となりました。

｢コロナ禍で，人間関係密となる。｣をスローガンにして結クラス
フェスを実施しました。３日間で，各班で積極的に LP 活動や遊び，
掃除，朝の会，帰りの会などの活動に取り組みました。

