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「地域とともに歩む竜王西小学校」をめざして  

「ふるさと学習」推進プロジェクトを進めています！ 
           ～学校運営協議会・竜王町地域学校協働本部との連携を軸に～ 
 

今年度も、学校運営協議会（コミュニティ・スクール竜西小）が核となって、「ふるさと学習」を推進していきます。

地域の宝物（校歌の歌詞にあるものを中心に）について学び、「地域（ふるさと）を語れる子に、地域（ふるさと）を

誇れる子になってほしい」という願いのもと、学校と地域が連携協働しながら取り組んでいきます。多くの地域の

方々に学校教育に参画いただき、学校や子どもたちの姿についてより知ってもらうことで、「地域の子どもたちの

健やかな成長」という共通の願いを持ちながら、地域全体で子どもたちを育む機運を高め、「地域とともに歩む

竜王西小学校」をめざしていきたいと思っています。今後もご理解とご支援をたまわりますようよろしくお願いし

ます。 

 

 
 氏名 備考 

会長 櫻井  喜代美 元小学校長  

副会長 吉 田 尚 子 西川「おいでキッズ」代表 

事務局 北 村 英 樹 令和元年度 PTA 役員（保護者） 

委員 小林  江里子 民生委員児童委員協議会会長 

委員 鎌 田  勝 治 元美松台自治会長 

委員 大 橋 裕 子 読み聞かせ Vo「ぽえむ」代表 

委員 矢 尾  朋 子 令和２年度 PTA 役員（保護者） 

委員 河 村  圭 悟 令和３年度 PTA 役員（保護者） 

委員 圖 司  圭 秀 令和４年度 PTA 役員（保護者） 

委員 岡 山 厚 子 地域学校協働活動推進員 

委員 三 嵜  住 子 地域学校協働活動推進員 
 

関係機関 関 川 雅 之 地域学校協働本部統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

関係機関 岡 﨑 吉 隆 町教育委員会学校教育課長 

 

 
 

 ふるさと学習 学習内容 実施時期 教科等との関連 取組・連携 

１年生 学校周辺自然遊び 学校周辺の自然（植物等）を楽しむ。 

①春夏の自然 ②秋の自然 

①5，6 月 

②10,11 月 

生活科 自然部会 

２年生 鏡山自然遊び 鏡山の自然の様子を知り、自然を楽しむ。 6～7 月  自然部会 

３年生 竜王町 

まちたんけん 

字探検・公共施設・産業別（農工商）施設見学 通年 社会科・ 

総合的な学習 

歴史部会 

４年生 鏡山ウ ォー クラ リ ー 鏡山ハイキングコースを巡りながら WR を行い、

森林の役割としての鏡山を学ぶ。 

10,11 月 社会科 

・やまのこ森林学習 

地理部会 

５年生 たんぼのこ学習 米づくりの学習を通して、竜王町の農業や自然環

境について学ぶ。 

5～11 月 社会科 

総合的な学習 

 

６年生 古墳探検隊 身近にある古墳について知り、竜王町の歴史、史

実について関心を高める。 

6 月 社会科 歴史部会 

学校教育目標 自ら学ぶ意欲と豊かな感性を持ち、共にやり抜く実践力のある子どもの育成 
～学び きらきら 心 うきうき 行い どんどん～ 

スローガン  みんなで生き生きがんばる竜西っ子～みんなが楽しい！竜王西小学校！～ 

令和４年度 竜王西小学校 学校通信 

  

令和４年度 学校運営協議会委員 



子どもたちの様子や学校の取組をブロ
グで紹介しています。右の QR コード
からご覧ください。 

  
  
  
 
  
   
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 

 

  

 

 

  

 

 

６年生が中心になって 

「１年生を迎える会」を行い 

ました。１年から６年が一緒

になった 10 名ほどの「たて

わり班」ごとに、自己紹介やゲ

ーム等で楽しみました。６年

生から１年生へのプレゼント

も用意されていて１年生は大 

喜びでした。６年生にとってはリーダーとして初めての取

組になり、会を運営する難しさを学びました。 

 

１日（水）歯科指導（全学年） 

２日（木）歯科検診(2,3,6 年) ４年日野清掃センター見学 

３日（金）３年まち探検（鵜川） プール掃除(6 年) 

４日（土）ＰＴＡ環境整備作業(環境部・保体部・安全部)  

６日（月）４年びわ湖ホール音楽鑑賞 委員会活動 

７日（火）プール掃除（予備日） 

９日（木）ぽえむ(1,2,4 年) 歯科検診(1,4,5 年)  

１０日（木）ぽえむ(3,5,6 年) りゅうせいコンサート（音楽会）   

１３日（月）きらうきどんの日（人権を確かめ合う日）クラブ活動 

１４日（火）プール開き  

１５日（水）５年わくわく交流 移動図書館 

１６日（木）３年まち探検  １年学校周辺自然遊び教室 

１７日（金）３年まち探検（役場） たてわり遊び 

１８日（土）・１９日（日）ファミリー読書 

２０日（月）クラブ活動 

２１日（火）４年福祉学習（車椅子体験） ６年古墳探検隊 

２２日（水）たてわり遊び なかまタイム 

２３日（木）２年鏡山自然遊び教室 ぽえむ(1,2,4 年) 

２４日（金）ぽえむ(3,5,6 年)  

２７日（月）＜水曜校時＞ 

２８日（火）６年校外学習（奈良） 

２９日（水）＜月曜校時＞ 委員会活動 

３０日（木）３年消防署見学 

コロナ感染の状況により、予定は変更になる場合があります。 

５月の学校の様子から 

１年生は「学校探検」を行

いました。職員室や校長室、

保健室などを訪問し、部屋

にあるものを調べたり、先

生たちの仕事について質問

したりしました。見つけた

ことや分かったことを絵や

文で書きました。 

竜王西小学校ホームページ 
  

１年 学校探検 ２年生は昨年育てて採

った「アサガオの種」を１年

生に引き継ぐ「たねおくり集

会」を行いました。 

アサガオの育て方はもちろ

ん、学校生活のルール等につ

いても１年生に分かりやすく

伝えることができました。 

３年生では「地域（校区）」を

知る学習「まち探検」が始まりま

した。いろんな字を探検しなが

ら、字ごとの特徴や歴史等につい

て学んでいきます。たくさんのボ

ランティアさんや各字の区長さ

ん等にもお世話になりながら、豊

かな体験学習を進めています。 

３年 まち探検 ４年 パッカー車見学 ４年生は、「ごみのゆく

え」を学習しています。パ

ッカー車に学校に来ても

らって、パッカー車の仕組

みやごみの分別の大切さ

について、いろんな質問を

しながら学ぶことができ

ました。 

５年 田植え体験 

行事予定 

２年 たねおくり集会 

５年生は、５月１７日に JA グ

リーン近江や農業委員会、教育委

員会等たくさんのサポートをいた

だきながら「田植え体験」を行い

ました。今年も須惠の田中秀樹さ

ん（たんぼのこ応援団）のお世話

になりながら、「米づくり」につ

いて学び、その学びを「環境問

題」や「びわ湖学習」に広げてい

きます。 

６年 たてわり活動 

自分の命は自分で守る！～交通安全教室～ 

5/23(月)には、交通安全協

会竜王支部や近江八幡警察署

交通課のご指導とご協力をい

ただき、１～３年生が「安全な

道路の歩き方・渡り方」などを

学ぶ「交通安全教室」を実施し

ました。 

また、5/26(木)には４～６

年生が運動場で「安全な自転車

の乗り方」を学ぶための交通安

全教室を実施しました。交通安

全活動推進員・交通指導員さん

７名、竜王駐在所から３名、合

計１０名もの方々のご協力を

いただき、運動場の模擬コース

を自転車で走りながら、「事故

に遭わないために絶対守るこ

と、気を付けること」を一人ず

つ丁寧に教えてもらいました。 


