白川郷学園だより

１２月号

令和２年１２月１日発行

＜４＞
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曜

主な予定

下校時刻
前期

後期

部活

１ 火 荘川中交流（７年生）

16:15 16:35

×

地域公開日（１日目）
飛騨市教育研究所視察

16:15 16:35

×

2

水

3

木 地域公開日（２日目） クラブ

16:35

×

4

金 地域公開日（３日目） 井波中学校視察 16:15 16:35

×

5

土 地域公開日（子ども未来会議）

11:45 11:45

×

6

日

☆

7

月 振替休業日

☆

8

火 学園朝会 LP 白川びと学（後期課程）

16:15 16:35

×

9

水 琴臣講座「和心の授業」 村議会訪問

16:15 16:35

×

10 木
11 金 薬物乱用防止教室（6,9 年生） SC

1～3年
15:15
4～6年
16:15

1～3年
15:15
4～6年
16:15

16:35

×

16:15 16:35

×

12 土

☆

13 日

☆

14 月

15:15 16:15

×

15 火

16:15 16:35

×

16 水

16:15 16:35

×

17 木 クラブ発表会
18 金

1～3年
15:15
4～6年
16:15

16:35

×

15:15 16:35

×

19 土

☆

20 日

☆

21 月 未成年者たばこ防煙学習会（５年生）

15:15 16:15

×

22 火 議会提案（９年生） LP

16:15 16:35

×

23 水

16:15 16:35

×

24 木
25 金 ２学期終業式（１日授業日）

1～3年
15:15
4～6年
16:15

16:35

×

16:15 16:35

×

26 土 冬季休業日（～１月１１日まで）

☆

27 日

☆

28 月

×

29 火 学費振替日

×

30 水

×

31 木 大晦日

×

ＮＨＫのＴＶで貴校の心温まる番
組を視聴して本当に感動いたしまし
た。貴校の取り組まれたおもてなし
は、同じ県内の小学校の子ども達が、
コロナ禍で楽しみにしていた遠方へ
の修学旅行が中止となりその悲しみ
を乗り越えるととても良い記念、一生
忘れられない思い出となったに違い
ありません。
同時に貴校の子ども達も人に親切
にすることがとても楽しくて、自分も
爽やかになる経験をして人生の良い
一頁になったのではないでしょうか。
合掌村を守る会や養蚕、防火対策で放
水銃が 62 機もあることなど一生懸命
大きな声で解説していた言葉は、耳が
少し遠い私も良く聞こえて勉強にな
りました。また、案内を受けた子も「本
当にありがたいです」とインタビュー
に答えていたのは本心だと思います。
機会があればもう一度、家族で白川郷
へ行きたくなりました。
貴校が行っておられることが、愛読
書の古い格言集にあったことを思い
だしましたので、今後のご活躍とご発
展、成長を願い次の言葉をお送りいた
します。『立場が低い人に思いやりを
示す人は幸せである』『惜しみなく与
える人は報われ、他の人を爽やかにす
る人は自分も爽やかにされる』ありが
とうございました。

自立・共生・貢献

白川郷学園だより １２月号

『交流活動について』
～愛知県の方からのお手紙～
日

ひとりだち
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「
“ぼんやり”でいい」
～ロックミュージシャンの語りから学ぶ～
先日、ふとテレビを見ていたら、あるロックミュージシャンが番組の中で語って
いた言葉に、妙に共感しました。
…。あのね、同じ世界に生きてるから、同じものを見ているはずなんだよね。同じものを聞いてるんで
すよ。でもね、面白いもんで、同じところにいて、同じ方向を向いているからと言って、同じものを見
えているとは限らなくて…。それはどういうことかというと、ピントが合っている場所が違うの。実は
みんな違うものを見てるようなものなんですよ。…。
同じものを見たり聞いたりしているはずなのに、見たり聞いたりしているところが全然違う。また、感じ方や
考え方もまるで違う。人によってピントが合っているところが全然違う。大人もうそうでしょうが、子ども達
にとってはそれが当たり前であって当然です。ところが、大人は、子ども達が見たり感じたりしているものを
大人自身の感覚で決めつけてしまうことがあります。見たんだから知っているはず…。聞いたんだから分かっ
ているはず…。ここを見なさい。ここに焦点を合わせなさい…。こうやって促された子は、自分の目で見よう
とする力が育たないこともあるのではないでしょうか。
このロックミュージシャンの言葉は、さらに次のように続きます。
…。デジタルになると、情報が綺麗に入ってきちゃって。ぼんやりしてないんですよね。ぼんやりして
たらどこに焦点を当てるか、自分で選べるのに、だけど、デジタルにされるとみんなそれしか見れな
い。なんか、デジタルになってからそんな気がする。もっとぼんやりでいい。…。
世の中の事柄が、何かとデジタル化し、見えなくてもいいものまで鮮明に見えるようになり、昔ならば感覚や
フィーリングで感じていたようなことが、情報量が多すぎてよけいにぼやけてしまう…。そういったこともあ
るでしょう。情報がとにかく溢れている時代ですが、得られた情報を取捨選択し、もっと
ぼんやりと捉えながら、自分の感性と練り合わせていく。そんな力が今の子ども達には求
められているのかもしれませんね。

修学旅行を終えて
1 日(金)元日
11 日(月)成人の日
12 日(火)３学期始業式(１日授業）LP
13 日(水)実力テスト(７，８年生)
14 日(木)発育測定
15 日(金)立志式（８年生）
19 日(火)スクールカウンセラー来校
21 日(木)学年末テスト(９年生)
防災訓練参加(６年生)
22 日(金)学年末テスト(９年生)
CRT テスト(６～８年生)
26 日(火)LP
28 日(木)全校研究会(５時間授業)
１月中旬～２月上旬にスキー教室を
行う予定です。

コロナ禍の中ではありますが６・９年生ともに無事に修学旅行を終えることができま
した。当初予定していたコースとはかなり変更されましたが、子ども達が自分たちで考
えた今年ならではのオリジナルコースです。「これでもか！」というほど活動が組み込
んであるコースに、旅行社さんも「ここまでアクティブな修学旅行は初めてです…」と
おっしゃるほどでした。６年生のある子が金華山の展望レストランから景色を眺めなが
ら大きな声で言いました。「京都や奈良よりも岐阜市の方が良かったんじゃない！？」
と。また、９年生のある子は、帰りのバス内の振り返りで
こう言いました。「オーストラリアに行けなくて不幸じゃ
なくて、発想や考え方を変えて三日間でよい体験ができました。ふざけてとかギャグ
で楽しかったんじゃなく、良い体験ができたし、仲間といい時間を過ごせたから楽し
かったです。それと、この三日間でいろんな人と出会って、いろんな人がいるんだと
思いました。たくさんの人の人生について触れて考えることが出来たことも大事にし
たいです。」
子ども達にとって修学旅行は、
“どこに行くか”よりも“誰と行くか”
“何のために
行くか”の方が遥かに大きな要素なのだとあらためて感じつつ、たった数日で大きな
成長がみられたことに感動しました。
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【低ブロック】４日(水)、トヨタ白川郷自然學校の方を講師
に、
「生き物探し」を行いました。小雨の降る寒い日でした
が、畑の落ち葉や石の下に、バッタやカエル、ナメクジなど
を見つけ、これらの生き物が住みやすい住み家を考えまし
た。楽しく活動し、興味津々に話を聞く姿が印象的でした。
【高ブロック】１７日（火）
、杜氏など様々な活動をして見える方を迎え、ト
ークセッション形式で行いました。荻町神社の杜氏、人力車の車夫、自衛隊
員など、様々な顔をもつ方に、これまでの経験や学びをお聞きしました。そ
して、どの活動もその根底に郷土愛があること、広い視野をもって物事をみ
ることの大切さを学ぶことができました。
【中ブロック】２４日(火)、山岳・観光ガイドの方を講師に、
「白川村の自然」について学びました。白山や白水湖の画像
も交えながら、自然の美しさだけでなく、その厳しさも伝え
てくださいました。子ども達からは、「白山に登ってみた
い!」という感想も聞かれました。

７年生は、今年度村民学のテーマを「担い手のことを知り、自分たち
も真の担い手になろう。
」として、白川村の担い手さんから、動画を通し
て学んできました。そして今回の担い手体験を通して、
「担い手」さんか
ら働くことへの思いや生き方について学びました。
今後、学園を「担う」一人として、そして未来の白川村を「担う」一
人として、成⾧していくことを願っています。

今回の「命を守る訓練」では、校内の防火扉が閉まっている状態で
の避難を経験しました。消防署員の方からも校⾧先生からも褒めて
いただけるほど、真剣に取り組むことができました。その後の「引き
渡し訓練」でも、子ども達は引き渡し方法を理解し、ほどよい緊張感
をもちながら迎えを待っていました。そして、保護者の方々のご理
解とご協力のおかげで、ほぼ予定通りの時間で引き渡しを完了する
ことができました。
万が一のための訓練に真剣に取り組めるのは、学園の子ども達の
良さだと思います。子どもも大人も、学園でもご家庭でも、災害や事
件、事故に備える意識と知識を高めていきたいと思います。
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６年生修学旅行を実施しました。新型コロナウイルスの影響で
延期をしてきましたが、６年生の子ども達の「このメンバーで、
担任の先生と一緒に行きたい!」という願いのもと、岐阜市・飛
騨市方面に目的地を変更し実施することができました。
１日目は岐阜方面。日本３大大仏の一つで和紙で作られた正法
寺大仏殿や岐阜城などを見学しました。岐阜城公園では、白川村
観光大使として、白川村のＰＲ活動を行いました。少し緊張しな
がらも、自分の言葉で白川村の良さを発信しました。ロープウェ
イにも乗車し、その景色を楽しむことができました。
宿泊は、高山市。テーブルマナーを学びながらのフランス料理。
いつもの給食とは違う雰囲気を味わいました。
２日目は飛騨市方面。午前中は、飛騨市立古川小学校の６年
生との交流を行いました。古川駅でバスを降り、班ごとに瀬戸
川の鯉や白壁土蔵など古川の町を散策しました。途中のポイン
トで、古川小学校の児童がタブレットを使ってプレゼンやクイ
ズをしてくれました。その後、古川小学校で交流会を行いまし
た。午後は、スカイドーム神岡の見学とレールマウンテンバイ
クへの乗車。宇宙という壮大な世界の不思議を感じるととも
に、飛騨の自然を味わえる有意義な時間になりました。
延期、実施に当たり、ご理解とご協力をいただいた保護者の
皆様、ありがとうございました。

毎日の給食を楽しみにしている子ども達ですが、この日は更
に、ニコニコ笑顔が見られるお昼となりました。各教室を回る
と、色とりどりで工夫いっぱいのお弁当が並び、子ども達から、
「これ、僕が作ったんやよ。」などと話してくれ、お家の方と一
緒に頑張ったことが伝わってきました。
「食」への興味をもち、子ども達の実態に合わせ体験できる
有意義な時間となったことと思います。ＰＴＡ母親委員会の取
組を理解し、ご協力いただきありがとうございました。

岐阜県読書感想文コンクール
小学校低学年 最優秀賞
税に関する作文
岐阜県納税貯蓄組合連合会⾧賞
岐阜県科学作品展
入選
環境保護活動推進に関わり
中日本高速道路より「感謝状」
白川村立 白川郷学園
・クロサンショウウオの飼育
観察や地域性苗木の植樹活
動等が認められました。

10 月 1 日、本校児童が荻町で校
外活動中、地域の方が子ども達に
傘を持たせてくださいました。
紙面にてお礼申し上げます。

