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区
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概　　　要 内　容 合計 開始年度

1 勧　興 継続 ○
国際理解を目指す英語活動の充実ならびに推進
（英語活動におけるコミュニケーション能力の育成）

英語教材 平成17年度

2 循　誘 継続 △
体力向上と心身の健康保持
（鉄棒遊びを通し運動能力を高める）

人工芝 平成18年度

3 循　誘 新規 ○
伝統文化で豊かな心の育成
(循誘太鼓推進事業)

宮太鼓
450*580mm

平成19年度

4 赤　松 新規 ○
地域に開かれた学校づくりの推進
(赤松コミュニティを核とした特色ある学校経営)

ｺﾐｭﾆﾃｨ腕章・帽子(18年度実施済)
切手代
学校運営協議会便り

平成19年度

5 神　野 継続 ○
人間力を高め、ふるさとを愛する豊かな心を育てるための
「地域ふれあいゾーン」の充実

座卓 平成18年度

6 西与賀 継続 ○
生きて働く国語教室の創造
（感じる力・考える力に培う「西与賀プラン」の展開）

ラジオカセット15台 平成18年度

7 嘉　瀬 マネ ○
「地域に開かれた学校」を実現するための地域人材を活用した教
育活動の実践

共催事業関係消耗品（Ｈ19のみ）
ミュージックベル

平成17年度

8 巨　勢 マネ ○
学校（高齢者）ボランティア活用
(開かれた学校のための憩いの場の充実）

木製ベンチキット（2台）
クッション

平成17年度

9 北川副 新規 ○
地域への情報発信のための掲示板設置
(地域の教育力を生かし、地域と共に子どもを育てる学校)

掲示板(1台)
Ｗ3630*Ｈ930*Ｄ110mm

平成19年度

10 本　庄 マネ ○
本庄小学校金管バンド活動
（校内演奏会・授業での演奏体験・地域での演奏会）

楽器修繕料 平成17年度

11 本　庄 新規 ○
豊かな心とたくましい体を育む教育活動の充実
（伝統ある本庄小学校面浮立体操の継続）

太鼓にする缶の購入代金
50個

平成19年度

12 鍋　島 継続 ○
鍋島の歴史や文化を学び 郷土を愛する心情を育てる
（カルタやマップに表現し地域にも発信する）

カルタ台紙(2200枚)
ﾗﾐﾈｰﾄﾌｨﾙﾑ(2200枚)

平成18年度

13 金　立 マネ ○
地域の福祉施設訪問活動を通したボランティア活動の推進
 (養護老人ホーム「向陽園」訪問)

消耗品費(ｶﾚﾝﾀﾞｰ作成用)
臨時バス代(往復)

平成17年度

14 久保泉 マネ ○
久保泉町の自然を守る心情を育てる事業
～エヒメアヤメの学習を中心として～

パネル・消耗品
印刷製本費

平成17年度

15 芙　蓉 継続 ○
小中一貫教育に係る国語科教育の充実
（グループボードの活用）

グループボード4台 平成18年度

16 新　栄 継続 ○ 「国際理解教育（韓国交流・英語圏文化）」の拡充 電子辞書5台 平成18年度

17 新　栄 新規 ○ ふるさと学習の推進(新栄校区ふるさと発見コーナーの設置) 発見コーナー用パネル 平成19年度

18 開　成 マネ ○
新村川の環境美化や多布施川生態系学習
（新村川のホタルを守ろう）

トタン看板材料代・布製横断幕等 平成17年度

19 諸富南 継続 ○
動物の飼育を通していのちの大切さを育む道徳教育の推進
（やぎを飼育することで動物愛護の精神を養う）

やぎ小屋電灯設備工事
やぎ小屋水道設備工事

平成18年度

20 春　日 継続 ○
思いやりの心を育成する地域施設との交流事業
（幼児・老人・高校生・障害者）

往復バス代
ロザリオ園・大和養護学校

平成18年度

1



学校名
区
分

教育
方針

概　　　要 内　容 合計 開始年度

21 春　日 新規 ○ 大和太鼓伝統芸能伝承のための和太鼓の充実 宮太鼓・宮太鼓台(各1台) 平成19年度

22 川　上 継続 ○ 道徳教育の重視と人権教育の徹底（養護学校等との交流） バス乗車券 平成18年度

23 春日北 新規 ○
確かな学力を実につけるための学習環境の整備
(ワークスペースの機能活用と充実)

移動用書庫材料費1台
ミーティングテーブル2台

平成19年度

24 富士南 継続 ○ 福祉施設との交流や地域交流に生かす鼓笛演奏の充実
スネアドラム3台
バスドラム1台

平成18年度

25 富　士 継続 ○
園児や高齢者との交流活動で学ぶ体験的な活動の推進
(保育園・福祉施設の訪問)

マイクロバスは公用車利用。
発表コーナーパネル代

平成18年度

26 北山東部 継続 ○
伝統文化である武道を学ぶ
「小学校における武道指導実践事業」の推進

竹刀、籠手購入費、修繕料 平成18年度

27 北山東部 継続 ○
ふるさとの良さを学ぶ
（木工作品を制作することで自然の大切さを学ぶ）

木彫のみ2組 平成18年度

28 北山東部 新規 ○ 幼保小中連携の強化（合同学習・交流活動） 移動用タクシー代 平成18年度

29 三　瀬 新規 ○
地域情報発信による地域連携とコミュニケーション能力の育成
(三瀬小インフォメーションの設置)

学校紹介用パソコン一式
（パソコン・32型液晶モニタ）

平成19年度
※中学校と連携して
実施する。

＊「マネ」は平成１７年度採択事業
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1 成　章 マネ ○ 小中連携教育における夏季休業中のワークショップの実施 消耗品費 平成17年度

2 城　南 継続 △
個に応じた学習環境の整備・拡充
(教科センター内　学習コーナーの充実)

案内板(3枚)
丸テーブル(2台)

平成18年度

3 城　東 新規 ○
生徒が主体的に取り組む学校活動の積極的な情報発信
(学校ホームページの充実による地域・保護者への学校情報発信)

ホームページ製作料 平成19年度

4 城　西 新規 ○ 教育相談や特別支援教育に関わる多機能的な複数の相談室の確保
センターテーブル(2台)
３人掛けチェア(1台)
１人掛けチェア(2台)

平成19年度

5 城　北 継続 ○
相互交流を通じて育む心の教育
(県立盲学校・中原養護学校との交流)

中原養護学校往復バス代 平成18年度

6 金　泉 新規 ○
地域ぐるみで取り組む「ふれあい農園」づくり
（地域応援団による開かれた学校づくり）

ミニ農園(12ｍ*3ｍ)
ブロック基礎工事費

平成19年度

7 芙　蓉 新規 ○ 小中一貫教育の取組における豊かな心の醸成(学校美術館の創造)
額吊り具（ねじ釘・ワイヤー）、
額縁、三折掲示板(２台)

平成19年度

8 鍋　島 マネ ○
地域で育てる体験学習の実践
（小学６年生体験入学によるサマーワーク）

消耗品費
（地球儀セット1,200*40個、トラ
ンプ400*40組、鉛筆、ねり消し、
布、マグネットシート、楽譜とＣ
Ｄ）

平成17年度

9 鍋　島 新規 ○
学習ボランティアを活用した学力の育成支援
(学習に集中して取り組める環境整備)

テーブル20台
椅子40脚

平成19年度

10 諸　富 継続 ○
道徳教育の推進事業と地域に開かれた学校
（懸垂垂れ幕の設置）

懸垂垂れ幕2張
簡易設備費2式

平成18年度

11 大　和 継続 ○ 地域から信頼される学校づくりの推進（校内案内図の設置） 校内案内板貼り替え 平成18年度

12 松　梅 新規 ○
情操教育のための楽器の充実
(器楽アンサンブルによる豊かな音楽体験活動)

ドラムセット 平成19年度

13 富　士 新規 ○
豊かな感性の育成と伝統文化の良さを理解するための和楽器の充
実

琴セット（5台） 平成19年度

14 三　瀬 継続 ○ 保小中連携の土に親しむ勤労生産学習の充実 学校園用マルチ代 平成19年度

15
三　瀬
(小中合
同）

継続 ○
村技剣道を通して心身ともたくましく健全な育成
(三瀬村剣道大会の開催)

切手代
消耗品費（ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ、ﾒﾀﾞﾙ）

平成18年度

16 全　校 新規 ○ 小中連携教育の推進(成章中・鍋島中を除く)
中学校で事業計画書を作成し、内
容を審査し、事業採択したものは
19年度中に実施する。

平成18年度

＊「マネ」は平成１７年度採択事業
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