
れい わ ねん ど

令和３年度
がっ き し ぎょう しき

２学期始業式
なつ やす せいちょう

夏休みもぐんぐん成長しました！



ジャガイモとサツマ
しょくがい

イモは、サルの食害
にあってしまいました。



運動習慣を身に付けよう！
うん どう しゅう かん み つ

なぜ、運動が脳

にとって嬉しいの

でしょう？

うんどう の

う

う

れ

なつ やす ちゅう

夏休み中、どうでしたか？



がっ こう げん き およ すがた み

学校のプールで元気に泳ぐ姿が見られ
ました！



こよみ うえ あき

暦の上ではもう秋



がっ き おわ ころ

８８日間の２学期が終わる頃には・・・



じゅ よ

５月１４日（金）のタブレット授与の
はなし

つづきのお話をします！



ＳＤＧｓ
み らい と し

未来都市
いい で まち

飯豊町
第５次飯豊町総合計画より



いい で まち

飯豊町は、なぜ、たくさんの
よ さん つか ひと り ひと

予算を使って、みなさん一人一
り あた

人に、タブレットを与えてくださっ

たのでしょう？

八

十
九

木



もくひょう たっせい

ＳＤＧｓの目標を達成するために、
あたら しゃかい そうぞう ひつよう

新しい社会を創造する必要があるから



内閣府より

ひと り ひと り

みなさん一人一人が、
「ソサエティー5.0」という

あたら しゃ かい そう ぞう ひと

新しい社会を創造する人だから



しゅ りょう しゃ かい

ソサエティー1.0  狩猟社会

内閣府より



のう こう しゃ かい

ソサエティー2.0  農耕社会

内閣府より



こう ぎょう しゃ かい

ソサエティー3.0  工業社会

内閣府より



いま しゃ かい

そして、今の社会は?

内閣府より



いま しゃ かい

そして、今の社会は?

内閣府より



じょう ほう しゃ かい

ソサエティー4.0  情報社会

内閣府より



み らい しゃ かい

これからの未来の社会は?

内閣府より



「ソサエティー5.0」

しゃ かい

ってどんな社会?
内閣府より



じょう ほう しゃ かい

ソサエティー4.0  情報社会

はらばらのクラウド(コンピュータデータ)

内閣府より



一つのクラウド（ビックデータ）で
くう かん げん じつ くう かん こう ど

サイバー空間と現実空間が高度に
つながる（ＩｏＴ・ＡＩ・５Ｇで）

じょう ほう しゃ かい こ

「ソサエティー5.0」は情報社会を超える！

内閣府より



あたら ぎ じゅつ く もん だい かい けつ しゃ かい

新しい技術で暮らしの問題を解決する社会

内閣府より



たと

例えば、こんなことができるように・・・

内閣府より



たと

例えば、こんなことができるように・・・

内閣府より



たと

例えば、こんなことができるように・・・

内閣府より



たと

例えば、こんなことができるように・・・

内閣府より



たと

例えば、こんなことができるように・・・

内閣府より



み らい き

なる未来がすぐそこに来ている!

内閣府より



み らい き

なる未来がすぐそこに来ている!

内閣府より



ちょう しゃ かい

ソサエティー5.0 超スマート社会

内閣府より



て こ しょう こう こう せい ころ

手ノ子小のみなさんが高校生の頃には・・・

政府広報より



て こ ち く たか みね ち く なか つ がわ ち く

手ノ子地区、高峰地区、中津川地区も

内閣府より



ぎ じゅつ かく しん

こんなイノベーション（技術革新）で

政府広報より



ぎ じゅつ かく しん

こんなイノベーション（技術革新）で

政府広報より



く

暮らしやすくなっているでしょう

政府広報より



さま ざま せつ ぞく

様々なモノがインターネットに接続され

内閣府より



こんなＩｏＴ（モノのインターネット）により

政府広報より



こんなＩｏＴ（モノのインターネット）により

政府広報より



く

暮らしやすくなっているでしょう

政府広報より



こんなＩｏＴ（モノのインターネット）により

政府広報より



いま じ ぶん ひつ よう じょうほう

ＡＩが今の自分と必要な情報をつないでくれ

内閣府より



いま じ ぶん ひつ よう じょうほう

ＡＩが今の自分と必要な情報をつないでくれ

政府広報より



いま じ ぶん ひつ よう じょうほう

ＡＩが今の自分と必要な情報をつないでくれ

政府広報より



いま じ ぶん ひつ よう じょうほう

ＡＩが今の自分と必要な情報をつないでくれ

政府広報より



く

暮らしやすくなっているでしょう

政府広報より



はたら

働きやすくなっているでしょう

政府広報より



だい せ だい い どう つう しん ぎ じゅつ

５Ｇ（第５世代移動通信技術）により



じ どう うん てん しゃ ひと か

ロボットや自動運転車が人の代わりに

政府広報より



はたら

働いてくれるでしょう

政府広報より



て こ しょう こう こう せい ころ

手ノ子小のみなさんが高校生の頃には・・・

政府広報より



じ どう うん てん しゃ つう がく ひと

自動運転車で通学する人が

政府広報より



いるかもしれない・・・

政府広報より



あたら しゃ かい き

新しい社会はすぐそこまで来ている!

政府広報より



て こ しょう がっ こう がっ き

手ノ子小学校の１学期の
こう そう と く

ＧＩＧＡスクール構想の取り組み



５月１４日（金）
じゅ よ こうしゅうかい

タブレット授与・講習会（全学年）



５月２７日（木）
つか がくしゅう

「すららドリル」を使ったドリル学習
ため

のお試し（全学年）



６月 ４日（金）
じょう ほう きょうしつ

「ＮＨＫ情報リテラシー教室」

神奈川県横浜市立仏向小学校、北海道別海市立別海中央小学校、
兵庫県たつの市立新宮小学校の６年生のクラスとオンライン交流（５・６年）



７月 ６日（火）
あさかつどう じ かん つか

朝活動の時間に「ロイロノート」を使った
ふる ほん ほんしょうかい

古本まつりの本紹介（さわやか委員会）



７月 ７日（水）
つか

「スクラッチジュニア」を使った
がくしゅうじゅぎょうけんきゅうかい

プログラミング学習授業研究会（２年）



７月１６日（金）・２０日（火）
あさ かつ どう じ かん

朝活動の時間
三重県東員町立稲部小学校の６年生のクラスとオンライン交流（５・６年）



た

その他
きゅうしょく じ かん

給食の時間
「ロイロノート」を使った児童インタビュー（報道委員会）



た

その他
きゅうしょく じ かん

給食の時間
「ロイロノート」を使った修学旅行の報告会（５・６年）



た

その他
きゅうしょく じ かん

給食の時間
ロイロノート」を使った町めぐりの報告会（３・４年）



がっ き じ ぶん かんが こと ば

２学期も、自分の考えを言葉・
も じ ず ひょう どう が

文字・図・表・プログラム・動画
かたち ひょう げん

など、いろいろな形で表現する
ちから なか ま とも

力を仲間と共につけていきまし

ょう！
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がっ き ひと り ひと り

２学期もみなさん一人一人を
せんせい たち ぜん いん ささ

先生達全員で支えていきます！


