小規模特認校指定 伊那市立伊那西小学校

豊かな自然の中で
学びます

地 域に根ざし、

地域と共に歩みます

林間からの恵み

私たちの森づくり
〜専門家による授業〜

自然研究・自然観察プログラム

少人数を活かして

学力向上を図ります

ICT を
活用した授業

地域講師の方との学習

農業・酪農体験

少人数での学習

ボランティアの方との交流

縦割りでの活動（林間と親しむ日）

自然（林間）に親しみ、豊かな心を育んで、自己肯定感を高めます
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学校

と

地域

が

PTA の声

伊那西小学校は豊かな自然の中で、
地域
と学校が一体となったとても温かい
小学校
です 。子どもたちは、校舎 横の 林間
を走り
まわり、季節を感じながら学び、遊ん
でいます。1 年生から 6 年生
まで皆が仲良く、生き生きとした学
校生活を送ることが出来ます。
また、学級の児童数が少ないので
、学習指導や生活指導などきめ
細やかな指導を受けることができ、
他の学校よりも発表など活躍
の機会が多いことも特徴の一つです
。
昨年度もたくさんの子供達が転入し
て、温かい環境の中で共に
学びながら、楽しく活動をしていま
す。多くの保護者の皆さんか
らも「本当に伊那西小学校に入って
良かった。」と喜びの声をいた
だきました。
地域の皆さんと協力しながらおこな
う市民体育祭や総合展など
もあり、親も子供と同 様に学校や地
域と繋がることができます。
こんな魅 力溢 れる伊那 西小 学校
で一 緒に学び、子供 達を育んで
みませんか ?
伊那西小学校 PTA 会長 溝口
将之

一つ

に な って

在校生 の声

小
伊那西小学校は、児童数 53 人の
は、
児童
スの
さな 小学 校です。1 クラ
小
6〜 11 人ほどです。そん な伊 那西
たいと思います。
学校のステキなところを 2 つ紹介し
関係なく全校みんなが仲が
1 つ目は、人数が少ないため、学年
「サンクスグッドカード」
会では、
良い学校だということです。児童
書い て投 票する取り組 みを
という友 達の 良いところをカードに
メントが集まってきています。
行っていますが、多くのステキなコ
な地域から引っ越してきた友
小規模特認校になってからは、色々
いところです。
達と出会えるのも、この学校の良
学校にはない『林 間』がある
他の
には
2 つ目は、伊那 西小 学校
強、ステージで発表したりしま
ことです。林間では、マラソンや勉
にお家を建てていて、とても楽
す。今、私たちの学年では、林間
しく学習しています。
あります。皆さん、ぜひ一
他にもたくさんのステキなところが
愛
児童会長 ワイズナーアメリー実
度遊びに来てください。

完成した新しい森の教室で学習が始まっています
森の教室完成

林間での活動 〜朝の全校音楽〜

卒業生 の声

小学校の頃の多くの記憶が甦りま
す。毎朝 林間 マラソン で汗をか いた
）
人
会
社
（
後の 水道 の冷たい 水がおいしかった
競って木登り、親子ものづくり、
事。林間での飯ごう炊さんや合唱、
や山を歩く遠足、友達と学校
校庭での星座観測やキャンプ、田園
をした事。登下校で道草しな
周辺で冒険や虫取りなど色んな遊び
して忘れません。
がら見た爽やかな空や山の風景は決
多く生活の知恵・知識、豊
先生や地域の方から、学習以外でも
かな感性を頂いたと思っています。
育てたい、そんな思いが強
我が子とこの地で暮らし西小に通い
の言葉から西小への誇りを感
くなり伊那に帰ってきました。息子
じます。
「みんなの家 づくり」のお手
今、現 6 年生 の林 間の 木を使った
昔の 夢
「伊 那西 小学 校の 先生になりたい」
伝いをしていますが、
ていま
謝し
に感
学んでいる事
を実現していることに気づき、共に
して関わっていければ嬉しい
す。今後も伊那西小応援隊の一人と
昭和 55 年度卒業生 渡部 洋一
です。

校長

の声

校舎 を一 歩出 たら そこ に広 がる
「林
間」が伊那西小学校の学びの場です
。
「林 間」の木 材 100 % 使用して、
昨年 度末に完 成した「森 の教
室」では、鳥や虫の声を聞きなが
ら、林間を吹きぬける爽やかな
風を感じ、みんなで歌を歌い 、詩を
朗読し、観察・実 験をしてい
ます。
「タラノメ、コシアブラ、タケノコ
」春の山菜。
「キイチゴ、クワズ
ミ」木の実を使ったジャム作り。たく
さんの自然の恵みをいただい
ています。
「オオムラサキ、ミヤマシジミ、アゲ
ハチョウ」たくさんのチョウ
が集まるバタフライガーデン。
「ムササビ」がひょっこり顔を出す
巣穴。子どもたちが大好きな「カブト
ムシ、セミ」様々な昆虫を観
察することができます。
一人ひとりの個性を大切にし、豊か
な自然と親しみながら、主
体的・探究的に学ぶことができるの
が伊那西小です。本物の自然
に触れ、ゆくっり、じっくり学んでみ
ませんか。

小規模特認校とは？

伊那西小学校長 川上 明宏

「豊かな自然の中での活動をたっぷりさせたい」
「少人数の学校で子どもを学ばせたい」といった、
「特色ある教育環境を活かして、一人ひとりの個性を尊重し、明るく伸び伸びとした教育」を保護者
が希望された時に、一定の条件をもとに校区を越えて入学または転学が認められた学校です。

