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また、 京都丹波キッズふれあい駅伝大会ポスターコンクールの優秀作品や、 パートナースクール事業
で制作した木彫や絵画などの作品も展示しました。
南丹市立文化博物館では、 小学校と中学校の立体作品を展示しました。 彩りよく詰められたお弁当
箱や将来の夢 （職業） をイメージした粘土細工、 細かい切り絵のような技術を用いたお盆や滑らかなさ
わり心地の木彫作品など、 年齢によって作品の雰囲気が変わっていく様子が楽しめました。
両日とも好天に恵まれ、 延べ 6,000 人もの方々に御鑑賞いただきました。 展示会場内では家族と一
緒に鑑賞される姿が多く見られたこと、 さらに、 15 日に開催した表彰式でも会場中が笑顔であふれ、
とても温かい雰囲気の中で執り行うことができました。
同会場で開催した、 「ひびかせよう！ことばとこころ in 南丹」 については裏面でお知らせします。

を開催しました

特選・特別賞受賞者一覧

さわやかな秋晴れとなった 10 月 15 日 （土） ・ 16 日 （日）、 第 10 回京都丹波美術工芸教育展を開
催しました。
今年は第 40 回全国育樹祭の開催を中心とした 「森の京都」 のターゲットイヤーであることから、 特
選５賞のほかに今年限りの特別賞「森の京都賞」を５点選出し、合計 53 名の子どもたちが受賞しました。
さらに、 10 回大会という節目を迎えることから、 記念品の製作や木工教室の開催などで管内の府立
学校にも御協力いただき、 記念大会にふさわしい展覧会を開催することができました。
南丹市国際交流会館の１～２階では特選 ・ 特別賞受賞作品 53 点をはじめとして、 保育所から中学
校までの絵画と、 口丹通学圏の府立学校と京都伝統工芸大学校の作品を展示しました。 絵画作品で
は、 画用紙いっぱいに描かれて今にも動き出しそうな動物や写真と見間違えてしまうような風景画があ
り、 立体作品では繊細に彫り込まれたレリーフや木材を加工したオブジェなど、 それぞれの個性が光る
作品がたくさん見られました。
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光翔
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【敬称略】

こころを育む古典の日推進事業

『ひびかせよう！ことばとこころin南丹』を開催しました！

口丹地域府立高等学校の文化系・専門学科に関する部活動紹介！
去る10月9日（日）、第40回全国育樹祭式典行事が南丹市で開催されました。その式典行事において、吹奏楽演奏や記念オ

10月15日（土）、南丹市国際交流会館コスモホールにおいて、こころを育む古典の日推進事業「ひびかせよう！ことばとこ

ブジェの製作、会場飾花等、運営に携わった口丹通学圏府立高校文化系部活動部員や専門学科に在籍する生徒の取り組みが、
式典に花を添えました。また、各高校には、地域社会より種々のイベントへの参加依頼が多数あり、その地域貢献活動は、し

ころin南丹」を開催しました。
日本が世界に誇る古典の名作『源氏物語』が、紫式部の日記に記されてから1,000年。「古典の日」が京都の地で宣言された
ことを機に、南丹教育局では、「ひびかせよう！ことばとこころin南丹」をスタートさせ､今回で９回目の開催となりました。

ばしば新聞等で紹介されています。
高校における文化系部活動・専門学科に関する部活動と一言でいっても、その活動領域は、音楽、美

当日出演していただいた管内小学校・中学校及び府立学校８校の工夫された巧みな表現や美しい言葉に託された思いに触れ、

術、伝統芸能、学術等、多岐にわたります。「コンクール等で上位入賞を目指すも良し、種々の文化芸術

会場全体が心地よい感動に包まれ、一生懸命に積み重ねてこられた学習活動に対し、観覧者より惜しみない拍手が送られました。

活動を極めるも良し、それらの活動を通して地域貢献するも良し。」高校入学後、自分の興味関心のある
文化芸術活動、専門学科教育に関連した活動に取り組める高校について情報を集めてみましょう。

京都府立北桑田高等学校

京都府立亀岡高等学校

吹奏楽部：第53回京都府吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ

美術部：第40回全国高等学校総合文化祭

高等学校の部小編成 金賞

※１

京都府代表として２作品を出品

農業ｸﾗﾌﾞ（平板測量･農業鑑定）

第33回京都府高等学校総合文化祭ﾎﾟｽﾀｰ最優秀賞

第67回日本学校農業ｸﾗﾌﾞ全国大会 両競技出場

京丹波町立和知中学校

南丹市立八木西小学校

京都府立須知高等学校

吹奏楽部：第53回京都府吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ高等学校の部Ａ 銀賞

京都府立南丹高等学校

京都府立園部高等学校

総合学科：京都文化学入門 等

第40回全国高等学校総合文化祭

京都府高校生全国連歌交流会参加

※３

４部門 文化連盟賞

吟詠剣詩舞部門（吟詠剣詩舞部） 写真部門（写真部）

第22回与謝野晶子短歌文学賞青春の短歌 入選

自然科学部門（サイエンス部）

合唱部門（合唱部）

京都府立須知高等学校

造園部：第53回技能五輪全国大会 銀賞

農業ｸﾗﾌﾞ（農業鑑定･農業情報処理･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

植物ﾊﾞｲｵ部：第32回日本菊花全国大会

亀岡市立薭田野小学校

※4

第５回～家族を歌う～河野裕子短歌賞 入賞

京都府立農芸高等学校

京丹波町立下山小学校

※2

※５

福助花壇の部 参議院議員賞

第67回日本学校農業ｸﾗﾌﾞ全国大会 農業鑑定競技 優秀賞 ※6
第67回京都府学校農業ｸﾗﾌﾞ連盟大会

三本立て花壇の部 旭化学工業賞

農業情報処理競技 最優秀賞

畜産部：第14回全日本ﾎﾙｽﾀｲﾝ共進会第２部 優等賞第３位
第14回全日本ﾎﾙｽﾀｲﾝ共進会

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発表 優秀賞

京都丹波観光ﾌﾟﾗﾝｺﾝﾃｽﾄ高校生の部 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ(京都府知事賞)
第40回全国高等学校総合文化祭

高校生ﾍﾞｽﾄﾘｰﾄﾞﾏﾝ賞２年生の部 第２位

吟詠剣詩舞部門 文化連盟賞（園部高等学校と合同参加）

文化系部活動・専門学科に関する部活動による地域貢献活動紹介

亀岡市立大井小学校

京都府立園部高等学校附属中学校
北桑田高 ※7

亀岡高 ※ 8

南丹高 ※9

園部高 ※10

農 芸高 ※ 11

須 知高 ※12

〔発表者感想より（抜粋）〕
※１ ｶﾞﾗｽ工芸作家の指導を受けたｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ･ｸﾗﾌﾄの製作風景

※7

たくさんはく手をしてもらえたのがうれしかったです。ぼくは、発表がおわるとスカ

※2 南郷池で捕獲した外来魚の解剖実習の様子

※8 「地球環境子ども村」科学実験教室の様子

ッとしました。

※3 京都府高校生全国連歌交流会参加時の様子

※9

※4 人工ｲｸﾗの作製と強度の評価実験の様子

※10 近隣保育所でのﾐﾆｺﾝｻｰﾄの様子

※5 第14回全日本ﾎﾙｽﾀｲﾝ共進会入賞牛＆ﾘｰﾄﾞﾏﾝ

※11 老人福祉施設における花壇への草花定植指導の様子

※6 第67回京都府学校農業ｸﾗﾌﾞ連盟大会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発表の様子

※12 NPO法人「京都でてこいﾗﾝﾄﾞ」主催ｲﾍﾞﾝﾄ出演時の様子

☆

☆

まちがった所もあったけれど、みんな楽しくできているのがよかったです。最後に、

とても緊張していて、とまどった所もあったけれど、ステージに立つと、みんなが
見てくれていたので、「自分も頑張らないと」と思いながらやりました。みんなの気持
ちが一つになった気がしました。

☆

他の学校の発表を見て、どれだけ練習したのだろうと思いました。他にも、自分は
こうしたらいいなと思う所も見つけられました。

亀岡市立育親中学校（司会）

第10回京都丹波美術工芸教育展木工教室の様子
ものづくり教室「なんたんｷｯｽﾞ5・6」の様子

口丹通学圏府立高校は、あなたの夢に近づく“学び”を創造します！
「京都丹波の教育」に関する情報は、京都府南丹教育局ＨＰを御覧ください。

