
Ｎｏ学校名（市町村名から） 中心となる開催日 活動のタイトル及び内容 学校電話番号

1 岡崎市立羽根小学校 　９月１８日（土）

『お年寄りに感謝してやさくししよう』
　－羽根学区敬老会、ふれあい祖父母交流授業、長寿者訪問を通して－
敬老会でのお出迎え・肩もみ・歌や楽器の演奏などを通してお年寄りとふれ
あい、その後、授業にも参加していただいたり、９０歳以上のお年寄りのお
宅に訪問していろいろお話をさせてもらい、記念写真を撮ります。

0564-51-1795

2 安城市立丈山小学校 　９月１８日（土）

丈山ふれあいひろば
児童や保護者が、絵手紙、コンピュータでお絵かき、焼き物、手品、トール
ペイント、ビーズ、豆腐づくり、おやつづくり、レクリエーションスポーツ
など２４種類のコーナーに分かれ、親子や友達、講師をお願いした地域の
方々とふれあいを深めます。

0566-92-0024

3 豊橋市立谷川小学校 　９月１８日（土）

｢親子ふれあい活動」　　～親子で造形活動を楽しもう～
　次の７つの活動に分かれて、親子で造形活動を楽しみます。
①葉脈標本を作ろう　②焼き物づくりをしよう　③染物あそびをしよう　④
楽器を作って演奏会をしよう ⑤新聞エコバッグを作ろう　⑥牛乳パックで紙
を作ろう　⑦火おこしを体験しよう

0532-41-0501

　９月２８日（火）

　予備日：

　９月２９日（水）

5 田原市立田原中部小学校 １０月　３日（日）

親子わくわく運動会　第２部親子集会
　　～達人に学ぶ・なわとびチャンピオン実技指導及び講演会～
なわとびチャンピオン　鈴木勝己　氏をお迎えして、チャンピオンの実技指
導講演会を行います。

0531-22-1245

6 安城市立志貴小学校 １０月　４日（月）

かけがえのない命について考えよう
　　～全校道徳授業公開を通して～
全学級が道徳で「生命尊重」を主題とした授業を公開します。保護者や地域
の方に参観していただき、家庭や地域に主題にかかわる話し合いを呼びかけ
ていきます。

0566-97-8202

0566-99-3777

《小学校》
平成22年度心の教育推進活動後半（9～12月）　報道機関への取材希望校一覧

4 安城市立桜林小学校

矢作川の集い～30周年記念連凧を揚げよう（4年）～・・・全校で参加
(ねらい)・矢作川の多様な自然の中から自分たちの興味関心のあるものを見
つけ、遊びを工夫し楽しみます。
(活　動)・魚とり、砂の造形、草すべり、リースづくり、草花遊び、ひみつ
基地作り、虫つかみ、弓矢作り、はり絵、探検隊ごっこ、土器探し、水切り
などを、学年または学級単位で事前の計画に従って行います。但し、4年生は
30周年記念連凧を事前に作成し、凧揚げをセレモニーとして行います。ま
た、活動終了時には、河川敷クリーン作戦を行います。



7 岡崎市立六ッ美北部小学校 １０月　８日（金）

心のあかりナイト
　　～家族への感謝の手紙を貼り付けたあかりを親子で鑑賞しよう～
あかりを鑑賞したり、デｨオ「chiho×chiharu」の生歌を聴いたりして、家族
への思いを確認します。

0564-52-2257

8 豊橋市立天伯小学校 １０月１２日（火）

稲刈り
　～大地の恵みを収穫し、お世話になった方々に感謝の気持ちを伝えよう～
５・６年生が、ＰＴＡの協力を得て、実習田で育てたもち米の稲を収穫しま
す。

0532-45-6165

9 岡崎市立城南小学校 １０月１６日（土）

城南カーニバル
・各クラスの遊びの店、働く店を開き、勤労体験を行う。（校内通貨を使
用）
・地域の方も参加して交流を図る。
・１～６年生までの異学年の縦割りダンス発表。

0564-52-2913

10 吉良町立荻原小学校 １０月１７日（日）
荻小フェスタ　ー家族でチャレンジー
荻原校区コミュニティとも連携し、親子で、または、親子三代で、凧作り
や、グラウンドゴルフ、五平餅作りなど、さまざまな体験活動をします。

0563-32-1053

11 豊橋市立向山小学校 １０月２３日（土）

三世代ふれあい事業　　～ふれあいいっぱい三世代　みんなおいでよ向山～
ＰＴＡ、更生保護女性会、老人会、子供会、消防団、学校職員、社会教育委
員会、社会体育委員会、防犯などが協力して、ゲーム、餅つき、うどんづく
り、昔の遊び、手作りおもちゃなど、三世代が一緒になってふれあいテーリ
ングを行います。

0532-52-0396

12 田原市立童浦小学校 １０月２３日（土）

笠山だでのん祭。平成10年から続く、「ふるさと童浦」を子どもたちの心に
残す、を合い言葉に始まった行事です。童浦市民館と小学校PTAが協力し、小
学生や園児たちを招き、楽しませる内容で構成されます。童浦チャレンジギ
ネスやふるまいのブースが並び、さらに最後はもち投げでの締めくくりとな
ります。小学校6年生が地域の人達に感謝の心を伝えるため、野点を振る舞い
ます。

0531-22-0279

13 新城市立協和小学校 １０月２３日（土）

秋のふるさとを味わう会
 学校・ＰＴＡ・老人会・コミュニティが一緒になって、アマゴつかみ・ヘボ
追い・自然薯掘りの体験の後、アマゴの塩焼き・アマゴご飯・ヘボご飯・と
ろろ汁を賞味します。秋の協和の自然の恵みをいただきます。

0536-38-1326

14 半田市立有脇小学校 １０月２３日（土）
南廻間池「かいどり」大作戦
地域の方と協力して、ため池の水を抜き、魚を捕獲します。

0569-28-0076



15 瀬戸市立幡山東小学校 １０月２９日（金）

お年寄りと１年生の交流会
－地域のお年寄りから学ぼう－
お年寄りと昔の遊びで楽しんだあと一緒に体育館で給食を食べ、下校しま
す。

0561-82-4404

16 瀬戸市立原山小学校 １０月２９日（金）

フラワー訪問（6年生）
　　－ひとり暮らしのご老人との交流・ふれあい会食－
 ご老人の嗜好を考慮しながら６年生児童が調理実習し、その料理を食べてい
ただく会食会を開きます。

0561-21-3804

17 常滑市立鬼崎北小学校 １１月　４日（木）

かがやく海をいつまでも
　　―鬼崎海岸の清掃―
海上保安航空基地、鬼崎漁協、明るい社会づくり推進協議会、ＰＴＡボラン
ティア等と協力して、縦割り活動で、鬼崎海岸の清掃をします。

0569-42-0222

18 刈谷市立東刈谷小学校 １１月　６日（土）
親子ふれあい教室「全校一斉親子似顔絵作品作り」
子どもが親の似顔絵を描きます。親子でその似顔絵を貼る台紙を作り、作品
を仕上げます。後日、作品を展示し鑑賞して楽しみます。

0566-23-9512

19 岡崎市立六ッ美中部小学校 １１月　７日（日）
親子にこにこコスモスウォーキング
３コースの中から関心のある場所や各自の脚力などを考慮して１コースを選
択し、秋の半日を親子で学区探検します。

0564-43-2260

20 一宮市立萩原小学校 １１月　７日（日）
地域に潤いを　大輪の花
萩原公民館祭りで、子どもたちが育てた大輪の菊を展示します。

0586-28-8721

21 西尾市立八ツ面小学校 １１月１３日（土）

しあわせ運動
－里山・八ツ面山の再生活動－
全校児童・保護者・保育園児・敬老会・町内会・企業（アイシン精機）が、
八ツ面山再生に向け、清掃活動、間伐活動、植樹活動に取り組みます。

0563-57-3014

22 一宮市立赤見小学校 １１月１８日（木）

ごみについて　みんなで　考えよう
　　－めざせ！　ごみゼロ　赤見クリーン作戦－
通学班ごとに、集合場所や公園などに行き、地域の方々といっしょにごみを
拾い、分別することによって、校区の環境問題について考えます。

0586-28-8709

23 一宮市立千秋小学校 １１月１８日（木）

『ごみゼロ運動』
学校周辺や集合場所をきれいにしよう
◎通学班ごとに、集合場所や公園などに行き、保護者や地域の方々といっ
しょにごみを拾い、分別することによって校区の環境問題について考えま
す。

0586-28-8723



24 一宮市立今伊勢西小学校 １１月２０日（土）

地域ふれあい学校祭
～つなげよう　心と心　伝えよう　みんなの思い～
６年生が、おやじの会、地域代表者、保護者とともに、餅つきをします。全
校児童が地域と協力して田植え・稲刈りの体験活動に取り組み、育てた餅米
です。

0586-28-8728

25 一宮市立朝日西小学校 １１月２５日（木）

地域清掃活動
　　　　～なかよし班で地域を美しくしよう～
全校のなかよし縦割り班で校区にある公園や神社など、遊び場や集合場所を
清掃します。

0586-28-8737

26 岡崎市立常磐南小学校 １１月２５日（木）

収穫感謝の会
～自然の大いなる恵みとお世話になった方々に対する感謝の心を行動で表そ
う～
自分たちで育てた米や自然薯、野菜などを使って「とろろご飯」をつくり、
お世話になった地域の方などをお招きして、おもてなしをする会。感謝の心
を式典や会食を通して、言葉や行動で表すことを学びます。

0564-46-2005

27 岡崎市立常磐小学校 １１月２８日（日）
常小ふれあいデー・常小展
地域の方を講師に招き、子どもとふれあい活動を行います。本年度も１２講
座を予定しています。

0564-46-2003

28 刈谷市立小垣江東小学校 １１月２８日（日）
親子ふれあい体験学習
～親子でスポーツ、親子でものづくり、親子で遊ぼう～
ＰＴＡが中心となり、親子でさまざまな楽しい体験をします。

0566-24-2718

29 尾張旭市立旭丘小学校 １１月３０日（火）
全校人権集会
　　　　「思いやりってなんだろう　～一人一人が考えよう～」

0561-54-3066

30 知立市立猿渡小学校 １２月　２日（木）
人権ついて考える集会として講演会を行います。
　　講演会「原爆被爆体験を通して」　講師 岡島修二氏
　　　　３年生～６年生参加

0566-81-1372

31 新城市立鳳来西小学校　　１２月　２日（木）
にこにこ会食
一人暮らしのお年寄りや児童の祖父母を学校に招待し、郷土に伝わる料理を
一緒に作り、楽しく会話しながら食べることで交流の場を持ちます。

0536-36-0216

32 一宮市立千秋東小学校 １２月　７日（火）

千秋東小ふれあいフェスタ
　　－地域の方に学ぼう－
お年寄りや保護者の方たちから、餅つきの仕方や昔の遊び・話・伝統工芸等
の指導を受けることを通して、日本の伝統のよさを理解するとともに、ふれ
あいを深めます。

0586-28-8732



33 知立市立知立東小学校 １２月１１日（土）

地域文化交流会
　　～学校と地域、家庭をつなぐ交流会～
西三河を中心に優れた文化活動を推進している団体の公演を行い、本校の児
童や広く地域の方々に見ていただく機会を設けます。また、本校和太鼓部と
の一部コラボレーションも計画しています。さらに、地域の方（おやじの
会）の参加による出し物も予定しています。

0566-81-3694

Ｎｏ学校名（市町村名から） 中心となる開催日 活動のタイトル及び内容 学校電話番号

1 武豊町立富貴中学校 　９月２６日（日）

トイレ清掃ボランティア活動
　～親子でトイレと心を磨こう～
美化委員会が企画し、生徒会・ＰＴＡを対象に校内のトイレを中心に清掃活
動を展開します。

0569-72-0271

2 岡崎市立常磐中学校 １０月　６日（水）

小中交流集会
「環境について考えよう　チャレンジ！エコ＆リサイクル」（仮称）
常磐中学校区の小学校児童、職員、保護者が一同に会し、全員参加のゲーム
やクイズを行います。環境を大切にする小中合同アピールを行います。

0564-46-2028

3 豊橋市立吉田方中学校 １０月２２日（金）
吉田方校区小中合同豊川クリーン活動　　～すきとおれ川と心～
小６中１の児童生徒、校区自治会、ＰＴＡ、国土交通省豊川河川事務所、豊
橋市環境部が共同して豊川の清掃活動を実施します。

0532-31-4887

4 一宮市立丹陽中学校 １０月２９日（金）

地域清掃奉仕活動　丹中クリーンアップ

0586-28-8756

5 清須市立清洲中学校 １１月　６日（土）

文化祭
　　～その名ぞ　きよす　我が母校、我が郷土～
今年は清須越四百年、清須市では数々の記念行事が行われます。本校でも、
「誇れる郷土」をテーマに、文化祭で創作群読を発表します。文化庁「子ど
ものための優れた舞台芸術体験事業」とのタイアップです。

052-400-2961

《中学校》

主旨：地域清掃奉仕活動を通して、郷土を愛する気持ちや公共心を養う。 

内容・道徳の授業を通して、「地域環境美化」について考えさせる。 

・各居住地域において、生徒が日頃使用している近隣の公園に出向き、枯れ

葉やゴミなどの回収・清掃を行わせる。 

・体験活動後に感想などをまとめさせることを通して、地域の一員である自

覚をもたせる。 



6 刈谷市立刈谷東中学校 １１月　６日（土）

桜地区合同プリカン
　　　～プリキュー精神を発揮して、地域の方と美化活動をしよう～
生徒会と桜地区の住民の方々が協力して、ＪＲ刈谷駅周辺の清掃を行いま
す。

0566-21-0533

7 美浜町立野間中学校 １１月１２日（金）

文部科学省委嘱　道徳教育実践研究事業　研究発表会
研究主題　自らすすんで人間としての成長をこころざす生徒の育成
　－生活現実に立脚した道徳授業の構築と「心のノート」活用の試み－
道徳及び教科・領域の授業を公開し、２年間にわたる研究実践について発表
します。

0569-87-0121

１１月１２日（金）

　　～１３日（土）

9 豊橋市立豊城中学校 １１月１５日（月）
５３０運動クリーン作戦　～全校生徒で、学校の周辺をきれいにしよう～
環境委員会が中心となり、豊橋公園・豊川左岸遊歩道・国道１号線の歩道・
歩道橋の清掃を全校生徒で分担して実施します。

0532-54-1275

10 阿久比町立阿久比中学校 １１月１８日（木）

幼保小中高一斉あいさつ運動
町全体で進めている幼保小中一貫教育プロジェクトの活動の一つとして、町
内全ての幼稚園・保育園・小学校・中学校、さらに高等学校が参加するあい
さつ運動です。保護者・地域はもちろん、町役場とも連携して、園・学校、
保護者・地域そして行政と町全体で進んであいさつを交わす強化週間となり
ます。

0569-48-0050

11 安城市立安城西中学校 １１月１８日（木）
ボランティア美化活動
  ～西中・町内会コラボラ美化　’１０～　（仮称）
生徒、保護者、地域住民が一緒になって学区の清掃活動をします。

0566-76-2320

12 新城市立作手中学校 １１月１８日（木）
ＰＴＡ講演会
　　「心を豊かにする読書活動」（仮題）
読書の意義、楽しさ、働くことの意義について、親子で考えます。

0536-38-1214

13 一宮市立浅井中学校 １１月１４日（日）
「浅井町ピカピカ大作戦」
浅井町の各町内で行われている「ゴミ０運動」と連携して生徒たちが地域の
方々と力を合わせて、自分の住んでいる地域の清掃活動を実施します。

0586-28-8757

14 岡崎市立南中学校 １２月　６日（月）
「生命の尊厳を理解し、よりよく生きる」全校集会
前期７月５日（月）「いじめ撲滅」の全校集会の継承発展。ＰＴＡとタイ
アップし、人権について学び、よりよく生きることを考える全校集会です。

0564-51-4664

カルチャーフォーラム　「生きる」ことの価値を考え、豊かな心と感性を求
めることをテーマに、全校が互いに高め合うことをねらいに様々な活動をし
ます。

0568-61-24098 犬山市立犬山中学校


