
平成27年度　特色ある教育活動事業一覧表（小学校）【実績】
（単位：千円）

①創意工夫を活かした学校教育の充実を図るための事業 ②学校及び地域の連携を図るための事業 ③児童生徒の体験的学習活動の充実を図るための事業 ④児童生徒の健康増進を図るための事業

事業名
【新規】
プロフェッショナルに学ぶ

【新規】
○阿礼の里かるたつくり

総合的な学習の時間に係る教育活動

概要
　いろんな職種の専門家を招き、講話や体験（10講
座）を通して将来の自分の職業や夢を持つ。

○地域について学習し、阿礼の里を題材に、かるた
を作成し、全児童に配布する。
○かるたのパネルを作成し、地域に掲示する。

　東地区を知る活動、福祉施設等との交流活動、野
菜の栽培活動を通して、自ら学び、考え、主体的に
判断し、問題解決する力をはぐくむ。

事業費（項目） 講師謝礼・教材費 教材費 講師謝礼・教材費
事業費（金額） 366 1,418 216

事業名

【新規】
算額から始まる学びの楽しさ

地域行事への金管バンド部の参加・演奏披露に伴
う楽器の購入

（総合的学習）
各学年のプロジェクト、うさぎ飼育、野菜栽培

【新規】
○学・学連携による体力つくり運動授業の充実のた
めの実技指導
○専門家による児童への水泳指導

概要

　算数問題の提供と児童の回答結果を掲示し、算
数への関心度を高める。
　また、児童会活動での掲示板利用により、自主的
な活動を広げる。

　玄蕃まつり、区民運動会等において、金管バンド
部の演奏を通じて地域との交流を図るとともに、地
域の一員としての自覚を促す。

　福祉施設訪問、うさぎの飼育、野菜の栽培等を通
して、コミュニケーション能力の向上や、自分たちで
課題を見つけ、協力して解決する力を育む。

○専門家による水泳指導により、児童の技能向上、
体力増進を図る。

事業費（項目） 掲示板設置費 楽器購入費 教材費 講師謝礼
事業費（金額） 541 630 217 174

事業名

○花による地域交流事業
○地域の音楽祭などへの参加協力による地域交流
事業

総合的学習事業 【新規】
健康スポーツ事業

概要

○年間を通じて花壇作りに取り組み、保育園などの
地域の施設等との交流を行う。また、落ち葉拾いな
どの清掃活動により、地域との交流を図る。
○吹奏楽、合唱を通じて地域の音楽祭などへの参
加により、地域との交流を図る。

農業体験や交流活動などの体験学習や生活科学
習を通して、課題発見力や問題解決力、コミュニ
ケーション能力の向上を図る。

マラソンコースの整備を行い、年間を通して継続的
に持久走に取り組み、児童の体力向上と健康増進
を図る。

事業費（項目） 教材費・楽器購入費 講師謝礼・教材費・用具費・起業家教育事業費 マラソンコース整備費・用具費
事業費（金額） 519 500 956

事業名
○総合的な学習の時間
○いのちを尊ぶ心
○ゆめを育む

夏祭りや音楽祭に参加しよう 【新規】
ぶどう畑を復活させよう

体力づくりサーキット

概要

○農業体験や交流活動などの体験学習や生活科
学習を通して、課題発見力や問題解決力、コミュニ
ケーション能力の向上を図る。
○うさぎの飼育を通して、命の大切さや重さについ
て学ぶ。

　広丘地区で開催される、夏祭りや音楽祭等に参加
することを通して、地域との連携、交流を深めるとと
もに、郷土への愛情を育む。

　荒れ果てている学校のぶどう畑を復活させ、農作
業を通して、地域の農産物への理解を深めるととも
に、栽培などの体験活動を推進する。

　中庭（プレイコート）にバトン投げやサーキット等、
遊び感覚で体力づくりができる環境を整備する。
　休み時間や昼休みに遊びながら体力向上と健康
増進を図る。

事業費（項目） 講師謝礼・教材費 楽器購入費 ぶどう棚設置費・講師謝礼・教材費 遊具等設置費
事業費（金額） 359 574 695 216

事業名
【新規】
吉田の短歌作りを広め、深めていこう

地域行事への金管バンドの参加・演奏披露に伴う
楽器の購入

（総合的学習）
吉田小の総合「太陽っ子タイム」の充実

【新規】
体力・健康・安全増進事業

概要

吉田小のスローガン「あいさつと交流・短歌の吉田
小」のある短歌作りを通して、地域との交流を図る。

地区運動会やお祭り等において、金管バンドの演奏
を通じて地域との交流を図るとともに、地域の一員
としての自覚を促す。

　地域との連携により、花や野菜の栽培などの体験
学習や、環境教育、ボランティア活動などの発展的
学習を通して、自ら学び、考え、問題を解決する力
を育成する。

相撲体験のための土俵をＰＴＡと協力して整備し、子
どもたちが遊びながら体力向上を図る場とする。
正しい姿勢を身につける。

事業費（項目） 短歌掲示板設置費 楽器購入費 講師謝礼・教材費 土俵整備費・講師謝礼
事業費（金額） 580 280 330 810

事業名
【新規】
せせらぎプロジェクト

生活科・総合的な学習の時間、その他体験活動推
進事業

水泳による体力向上と正しい姿勢による健康増進
事業

概要

　校舎南の「せせらぎ広場」は、現在、朽ち果てた状
態である。
　この広場を整備し、子どもたちが安全に遊べるよう
にする。また、広場でのコンサートなどを行い、地域
との交流を図る。

　ふるさと学習、農業体験、福祉施設交流活動等、
従来の総合的な学習の時間で培われる問題解決力
等を身につけるための事業を推進する。

　スイミングインストラクターによる授業支援により、
児童の水泳技術力向上と教職員の指導力向上を図
る。（26年度の事業において効果があった。）

事業費（項目） 環境整備費・講師謝礼・教材費 講師謝礼・教材費・用具費・バス借上料 講師謝礼
事業費（金額） 1,420 496 84

5 吉田小学校 2,000

6 片丘小学校 2,000

3 桔梗小学校 1,975

4 広丘小学校 1,844

塩尻東小学校1 2,000

2 塩尻西小学校 1,562

№ 学校名 概要等
対象事業名

事業費計
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事業名
【新規】
学力向上プラン

私たちのふるさと宗賀 宗賀の地域の方と交流しよう 基本の運動と多様な動きづくりで体力増進

概要

　学力向上のための講演会を行い、教員の指導力
向上に役立てる。また、砂場の整備を行い、子ども
たちの脳の活性化を図る。

　学校内の宝物について調べ、記録するなど学習に
つなげる。また、金管バンドによる地域との交流を
図る。

　福祉施設や保育園との交流、花の栽培と配布、カ
レー作りによる地域との交流により、社会に関心を
もつと同時に自分にできることで貢献しようとする意
欲を育てる。

　万歩計を使用した生活改善、講師による指導によ
り、保護者の運動や生活への関心を高めるととも
に、児童の体力増進を図る。

事業費（項目） 講師謝礼・砂場整備費 講師謝礼・教材費・楽器購入費 用具費・教材費 講師謝礼・ﾃﾞｰﾀ分析費
事業費（金額） 800 600 400 200

事業名

【新規】
「洗馬っ子教室」充実事業

総合的な学習・生活科の学習の中で、農業体験等
の体験学習を大切にして、地域の講師も有効に活
用する

遊び感覚で楽しく自然に体力がつくようなマラソン・
アスレチックコースを作ろう

概要

　学校と地域が連携し、子どもたちに様々な支援行
う拠点として開設した「洗馬っ子教室」を充実させ、
子どもたちの生きる力を伸ばし、学力向上を図る。

　レタスやシイタケの栽培等、地域の特色ある農業
体験を通して、地域産業に対する興味、関心をも
ち、地域への愛情をはぐくむ。また、体験的学習活
動により、実践力、行動力を育てる。

　マラソン・アスレチックコースを子どもたちのアイデ
アを取り入れて整備することにより、遊び感覚での
体力向上、健康増進を図る。

事業費（項目） 消耗品費（机・椅子・ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ） 講師謝礼・用具費・教材費 ｱｽﾚﾁｯｸ等整備費
事業費（金額） 432 247 1,320

事業名
【新規】
楢川地区保・小・中地域連携コンサート

郷土食等にかかわる活動 総合的な学習の時間
・農業体験学習
・生活科、総合的学習

【新規】
クライミングウォールの設置

概要

　楢川地区の保・小・中地域連携コンサートを通し
て、地域の連携を図る。
　年2回、ランチルームにて実施。

　地域の専門家の指導を受け、収穫した野菜等を加
工、調理（豆腐・焼芋・餅・郷土料理等）することによ
り、達成感や充実感を得るとともに、地域との交流
を深める。

　地域の専門家の指導を受け、野菜、稲作体験や
生き物の飼育、漆ぬり体験等を通して、食物やいの
ちの大切さ、地域の文化等を学ぶ。

　校内のふたご山周辺にクライミングウォールを設
置し、子どもたちの体力、頭の体操、危機管理能
力、冒険心等の向上を図る。

事業費（項目） 演奏者謝礼・消耗品費 講師謝礼・教材費 講師謝礼・教材費 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ設置費
事業費（金額） 55 20 248 1,674

4,121 4,473 3,349 5,434
小学校事業費計 17,377

9 木曽楢川小学校 1,997

7 宗賀小学校 2,000

8 洗馬小学校 1,999
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