
事　業　名 �事業（活動）根 �渾名・1・ 蠣 �夷施時期 �組数・延べ時 　間 �英脚 帯 �御所 �対象 �延べ人 戴 �（団遠．品等）l 

織物体験（社 食） �織物の請願を聞いたり、手織り製 作を体験したりすることを逢して、 繍棚のすぼらしさに気づき、郷土 桶生の伝統を実感する。 �権田甫 小学校 �1月 �1臥2時間 �捜案内 �学校 �甲年 �27人 �桐生織物協同組合 

彦節屋敷見学と 民話 �桐生市内に現存する歴史的建造 物を見学し、また、その昆虫を知 ることで、絹生の歴史に臭味を持 つ〈 �海田市 や、草故 �10月 �1回・2時間 �捜幕内 �彦郡屋敷 �小3年 �27人 �斎部屋数 

梅田の民語を聞 こう �穣田に伝わる長音を聞くこと七、 梅田についての理解を深め、林 田に罷りをもつ。． �梅田甫 小学校 �10月－11 月 �3回・3時冊 �捜案内 �梅田5丁目、 カッパ神社、 校庭の東屋、 阻絶北小跡 地、主部批 �月嶋－ 8年 �112人 �学校支凍ボランティ ア（読み聞かせ） 

頼生織塾での体 験活勤 �桶生市内に丑存する足史的建造 物を見学し、また、相生韓とその‾ 歴史を知ることで、頼生の歴史に 興味を持つ．． �梅田甫 小学校 �11月 �1回・2時間 �授業内 �頼生轍塾 �諜‾ �52人 �桐生繊塾 

忍山川遠足 （生活科）r �梅田忍山川へ行き、川の中や川 原で遊ぶ。虫や草花を探して季 節を感じ取る。 �梅田甫 小学校 �5月 �1臥5時間 �枝美内 �忍山jll �小1年 �18人 � 

城山登山r （生活科） �梅田城山へ重り、城山の白熱や 歴史について知るとともに、頂上† から桐生市全景を生み、栴生市 の様子や祷田について知る。 �海田市 小学校・ �5月 �1回・5時間 �授業内 �栴田町城山 �小2年 �虚人 �粟井寺 

梅田を知ろう く社会・理科・総 ■ゝ �・学校から桶生川ダムまでの道を 歩き、梅田用水とダムを見学して 水利用について知る。 �梅田甫 小学抜 �5月 �1回巧時間 �授業内 �梅田地内用水 路、額生川ダ ム野外活動 �丑u年 �28人 �桐生川ダム 頼生市野外語勤セン 

倉的な学習） �t歩きながb、梅田の自然や施設 を観察し、地域を理解する。 �����センター ���ター 

宿泊学菅 �野外活勤センターに宿泊し、梅田 湖でカヌーを体験したり、湖畔を 散策したりしながら、梅田の自然 やその活用について理震する。 �権田甫 小字校 �5月 �1回・1泊2日 �捷葉内’ �額生市野外語 動センター、 梅田湖－■ �丑巧年 �26人 �頼生市野外活勤セン ター 

故外学習（草活 科） �ぐんま昆虫の蕪へ行き、散策しな がら昆虫を観察したり、館内を見 学したりして学習する。 �梅田南 小学故 �10月 �1回・5時間 �捜案内 �ぐんま昆虫の 蕪 �小2年 �28人 �ぐんま昆虫の寿 

季節の自然探し （生活科） �校庭や学校周辺を散策しながら、 虫や羊花や木々の鞍手を観察 し、季節ごとの変化を姦じ取る。 �梅田甫 小学校 �通年 �4回・各2時 間 �操業内 �学校周辺、校 雇、海南 ファー「ム �小1年 �17人 � 

水のはたらき く理科）r �額生川に入って実験を行い、高 沢川の護岸の様子を載察するこ とで、流れる水のはたらきについ ての理幾を深める。 �梅田南 小学校 �10月・11 月． �2回・4時間 �撰集内 �栴田町之丁 目、梅田町5 丁目 �小5年 �28人 � 

枚外学習 �桐生の町や公共銀のよさを実 �梅田南． �10月 �1回・5時間 �捜兼内 �頼生が岡動物 �小1年 �17人 �桶生が岡動物園 
（生活科） �感する。公園での活動を楽しむ。 �小学校 ����園・遮属地 ���桐生が岡遊園地 

社会科見学 （社会科） �市の中心帝を歩き、公共施設等 を見学し、その様手や役割を理 簾する。 �梅田甫 小学校 �11月‾ �1回・4時間 �・捜案内 �市役所周辺 �d周年 �27人 �共同調理場・市民文 化会館・市役所t頼生 駅・中央公民館・新川 公軍 

社会科見学 （社会科） �　　十 日分たちの生活に密接に顔係し ている上下水道の施設を見学し、 その様子や役割を聯する。 �梅田甫 〟、学校 �8月 �1回・2時間 �授業内 �元宿浄水場 �月叫年 �25人 �元宿浄水斗 



事　業　名 �事業0古狐）概要 �新■毛・■一 申校名 �実脚 �国数・延べ時 　間 �臭施時間 帯 �実施遭所 �対象 �延べ人 数 �　連　携 （敬体名t滝役名等） 

社会科見学． �自分たちの生活に密接に関係し ている清掃センターの施枚を見 �権田南 小学校 �10月・ �1回▲5時間 �捜菓内－ �桶生市清掃セ �小4年 �25人 �桐生市清掃センター 
（社会科） �学し、その様子や役割棚す る。 �����ンタ－、カリビ アンビーチ ���カリビアンピーーチ 

梅田茶を飲もう （生活） �ノ 学校近くの茶畑で地域の方から 指導を受け、業績みの体験をす る。嫡んだ葉を地域の製茶工場 へ持って行き、エ年内を見学す る。後日お茶会を開きできあがっ たお茶を味わう。 �揚田甫 小学校 �5月 �2回・6時間 �捷菓内 �茶畑、製茶エ 斗 �小1 年、小 2年 �46人 �ぐんま製茶梅田工斗 

「梅田で生きる �最新のi鞠技術で世界の有名 メーカーと仕事をしている地域の 方々から、実際にチェック柄の作 �梅田甫 小学校 �9月　＿ �2回tのべ6 �授業内 �糸井織物株式 �小6年 �ま‡人 �糸井繊 

海田を生きる」 く総合的な学習） �り方を教わり、自分たちも柄作り を通して、ものづくりに生きる人の 割零工夫や自分の将来の生き方 を学ぶ。 ���時間（その 他捜菓時間 を含む） ��全社作業 壌・工場 、　鞠株式会社 

梅田きゅうりをP R大作戦総▲ �地元の嶋田きゅうりづくりの将来 に目を向け、より活性化していく 方 �檀田甫 �11月、 �1匝卜のパこ15 時間くその �操業内 �地元のきゆう �小5年 �26人 �地元のきゅうり農家 

（R 的な学習） �法を自分たちで考え、地76きゅ うりよ家の人と直接対語し、アイ デアを提案する。 �小学掛 ��他操業時間 を含む） ��り土豪＿ 

社会科見学l �昆虫の蕪のかやぶき民家を見学 し地域の文化や歴史■産業につ �梅田甫 �10月 �1訃2時由 �授業甲 �ぐんま昆虫の �小8年 �27人 �ぐんま昆虫の轟く民 

（社会科） �　　　　　　ヽ　、－ いて学ぶ。 �小学校 ����蕪（民家） ���家）＿ 

町たんけん く生活科） �梅田地区の店や事業所、施設な どを調べ、三旺ごとに計画を立てて 訪問する。 �梅田甫 ペヽ学校 �12月 �1回・のベ11 時間（その 他授業時間 を含むト �捜兼内 �梅田区内 �小2年 �28人 �梅田公民せ・郵便局・ 文書t百方寺・コジマ ストア・たかぞの保育 園・青書生・ふじくら 商店・頼膚・秀吉 

「楓田で生きる 海田を生きる」 （総合的な字音） �施療から仕掛製材1販売を一暮 して行うことで林業経営を成り立 たせている方々の実賢の現場で の妾と首濱を逢して、ものづくりに 生きる人の創意工夫や自分の希 兼の生き方を学ぶ． �梅田甫 小学校 �10月 �2回・5時仰 （その他捷 乗時間を含 む） �授業内． �梅田8丁目日 離山伐採現 斗、集覆所、■ 株式会社諏♯ 工場、営業所 �小8年 �33人 �株式会社前林 

米作りにチャレ ンジ（総合的な �学校近くの田んぼを借り、餅米作 りを穫まきから体験する。t徒は �拇田甫 �4月”3月 �のべ50時間 （1年間を �枝葉内 �学校近くの田 �府年 �25人 �地域のよ業者t保護 者 

学菅） �餅つきを行い、お世帯になった人 に餅をふるまう。 �小学校 ��遺して学 習） ��んぽ 

刀鍛冶職人‾ （総合的な学習） �地域で刀鍛冶を営む方の作業場 喜美酎こ見学し、作刀工程や仕 事をする上での思いを通して、も のづくりに生きる人の創意工夫や 自分の将来の生き方を学ぶ。 �梅田甫 小学校 �12月 �2回・5時間 （その他捜 葉時間を含 む） �綾案内 �蒋成鍛刀壌 �小6年 �38人 �地域の刀鍛冶職人 


