
今春移住家族（宇部市） 来春移住家族（山口市） 来春移住家族（宇部市）

（1年生・年少） （新4年生・新1年生） （新年長・新年少）

☆令和７年度まで新入生確保！他に県外２家族と相談中！

あかるく たのしく そして おもしろく 佐々並小ホームページ

佐々並小学校および佐々並を愛する人なら
だれでも参画できる応援隊です。
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第４回合同学校運営協議会

佐 々 並 小 学 校 の 取 組

ふるさとのすばらしさを自分の言葉で自慢できる子ども
「過疎と少子高齢化の町」 から 「大自然と高齢者の知恵の町」へ

１ 活動の報告

「佐々並小学校 次の一手 ～地域と連携～」
コロナ禍でも、できることをどんどん進めていきます。夏休みの「三校合同研修会～熟

議～」で提案された地域の魅力を地域と連携して積極的に実践しています。

①ささラブ弁当 ☆予算５０，０００円（ひとづくり財団）

佐々並産のおしいしい食材を使った弁当を作ろう！
→①児童がメニューを考案 →②地域の方から助言指導 →③試作品確認

→④製造（はやし屋旅館） →⑤発表会で披露 →⑥弁当配付（参観者等）

①児童が佐々並の名産を調べて弁当のメ

ニューを考える。

←②地域の方（はやしや旅館の女将さん）

が来校されて、児童のプランを聞く。

地域の食材を使ったメニューが実際に

作ることができるか、他とのバランス

などのアドバイスをいただき、おおま

かなメニューができあがった。

←③試作品確認

「ささなみ豆腐」をメインとした弁当の

試作品ができた。肉料理についてはリク

エストのあった２品を両方入れることに

なった。旬でおいしいハヤト瓜もきんぴ

らとして入れることになった。
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④製造（はやし屋旅館）

８５個製造。早朝からの作業。

←⑤発表会で披露

１１月２７日（土）の「ふれあい発

表会」でこれまでの過程を発表して、

完成品を披露した。

↑包み紙やお品書きは。各自でタブレットを使って作製した。

佐々並のよさをしっかり宣伝することを心がけた。

←⑥弁当配付（参観者等）

当日の参観者や保護者に配付した。

直前で発表した弁当が配付されるという

ことでとても喜んでいただいた。児童も

教室で佐々並の特産を話題にしながら弁

当を食べた。保護者もコミスクルームで

佐々並を感じながら食べられていた。

後日、地域の方からお礼と称賛の声が

たくさん届き、5・6年生に伝えるとと

ても喜んでいた。

食べ物を通して「ふるさと佐々並」の特徴やよさを感じることができた活動であった。

また女将さんをはじめ、多くの地域の方が製造にかかわり支援いただいたことに感謝の気

持ちをもつこともできた。今後はこの弁当が改良されて市販されることにつながったら、

さらにやりがいが高まり、ふるさとを大切に思う心が育っていくと考えている。
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②ささラブ米

児童の書いたメッセージ付きのラベルを貼って

「ささラブ米」を作った。

多くの方に「佐々並米」を知っていただきため

に、3合入りの袋を準備して、お世話になってい

る方や来校者に配りとても喜んでいただいた。

来年度は

→米は保護者の提供も可能

→地域の農業法人に相談中

→ささラブ応援隊の活動資金になれば

③ささラブソング

児童が作詞（詩のキーワード）、ち

ひろさん作曲しておいただくことを依

頼し、快諾していただいた。

☆作詞の募集を準備中。

←8月7日の「ちひろコンサート」

←11月22日に来校され、児童が合奏

を披露した。「明るい方へ」の合奏に

合わせて、サプライズ企画で一緒に歌

を歌っていただき、児童は大喜びであ

った。

④ささラブ vision
PV（プロモーションビデオ）作製

佐々並の魅力を紹介

→youtube等で公開予定

①ささラブ応援隊の紹介PV

萩市地域おこし協力隊

徐 睦実さんが作製中

12月8～9日 佐々並小に常駐

して取材

②「弥三郎ぎつね」※3・4年生

先日の「ふれあい発表会」で発表

映像化、出前発表（福祉施設）
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⑤ オンラインで日本各地をつなぎ、日本各地のふるさとを学ぶ。

稚内市立宗谷小学校★

★オンライン必需品1,800km
ロジクール

ミートアップ

佐々並小
リモコンで ズーム可能

●★光市立束荷小学校
カメラ ・マイク ・スピーカー機能

明木小学校

1,200ｋｍ

★宮古島市立狩俣小学校

常時、オンライン授業を公開しています。学校までお問い合わせください。

児童数

２０人

児童数

１８人

児童数

１８人
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⑥ ささラブ学園で「ふるさと佐々並」のすばらしさを体験する

自然豊かな佐々並のすばらしさを体験できる教室の募集を始める。自然や農業体験など、

子どもの時に楽しい経験をしたことがある地域の方が先生になり活動を進めていく。

できたらいいなという教室は、

タケノコ狩り教室、しいたけ栽培教室、重伝建たんけん教室、山の幸天ぷら教室、流しそ

うめん教室、秋の味覚クリ・リンゴ・さつま芋教室、ターザン山遊び教室、ジビエ料理教

室、佐々並の清流ホタル見物教室、サーキット体験教室、アユつかみ＆川遊び教室、たき

火教室、とれたて野菜サラダ教室

など、これら以外もたくさん考案中！

２ ２学期の活動の様子と今後の活動計画

（１） 高齢者とのふれあい活動計画案 ※ 学校地域連携カリキュラム（学校支援編）

網掛けは「ふるさと学習」

日 時 対象団体 児 童 活 動 内 容

１ ９月 ３日（金）地域の高齢者 全児童 オープン参観日 夏休み作品発表会

２ ９月 ４日（土）佐々並寿クラブ 全児童 稲刈り教室 ※ささラブ学園

３ ９月１８日（土）地域の高齢者 ６ 年 旭地区敬老会（中止）※手紙を書く

４ ９月１９日（日）地域の高齢者 全児童 佐々並小運動会に招待

５ 10月１５日（火）地域の高齢者 全児童 ささなみお気楽サロン②
音楽発表・交流会 ※旭活性化セ

6 10月17日（日）地域の高齢者 全児童 人権参観日・☆人権教育講演会☆
三世代グランドゴルフ大会（中止）

7 10月２２日（金）佐々並寿クラブ １～４年 芋ほり（生活科・理科）１～４年

８ 11月２１日（日）地域の高齢者 全児童 萩往還ささなみおいでん祭作品発表

９ 11月２７日（土）地域の高齢者 全児童 佐々並小ふれあい発表会に招待
「ささラブ弁当」の配付

10 12月２４日（金）佐々並寿クラブ 全児童 迎春準備教室 ※ささラブ学園

※3学期の予定

１ ２月10日（木）地域の高齢者 3～6年 ささなみ豆腐教室 ※ささラブ学園

2 ３月 １日（火）地域の高齢者 全児童 見守り隊感謝の集い



ふるさと学習 ささラブ応援隊プロデュース ささラブ学園

☆受付＆相談窓口（常時）

佐々並小学校
0838-56-0009

☆日時は土曜日、佐々並小の児童だけでなく、
他校の児童も参加し交流できます。佐々並の
すばらしさを知ってもらい、佐々並のファンに
なって「また来たい！」と思ってほしいです。
☆今回限りの教室でも構いません。子ども達が
普段なかなかできないステキな体験にチャレ
ンジできたらいいなと思います。

できたらいいな教室は、
☆タケノコ狩り教室 ☆しいたけ栽培教室
☆重伝建たんけん教室 ☆山の幸天ぷら教室
☆流しそうめん教室 ☆クリ・リンゴ・芋教室
☆ターザン山遊び教室 ☆ジビエ料理教室
☆ホタル見物教室 ☆サーキット体験教室
☆アユつかみ＆川遊び教室 ☆たき火教室
☆とれたて野菜サラダ教室

など、これら以外もたくさんありそうです！

これまで実施（予定）した教室は、
・田植え教室（寿クラブ）
・ヒノキで工作教室（寿木工クラブ）
・稲刈り教室（寿クラブ）
・しめ縄、ミニ門松教室（寿クラブ）
・ささなみ豆腐づくり教室

など
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