京都丹波の教育

平成 29 年 11 月 10 日発行

第 187 号
第 11 回京都丹波美術工芸教育展
を開催しました

南丹美術工芸パートナースクール事業のコーナーでは、 亀岡市
立千代川小学校５年生児童が、 亀岡高校 普通科美術 ・ 工芸専攻
１年生の指導を受けて制作に取り組んだ風景画の作品が並びまし
た。 小学生は透視図法や遠近感の描き方などを高校生から学び、
高校生は自らの専門性を伝える機会となり、 互いに交流を深めた
和やかな様子が展示会場にも現れていました。
南丹市文化博物館では、 小 ・ 中 ・ 義務教育学校の立体作品を
展示しました。 色華やかな色紙で飾った帽子や紙粘土で制作した
人や昆虫、 木彫りの写真立てなど、 それぞれの学校で児童生徒
が取り組んだ作品が並び、 訪れた方々は子どもたちが制作した個
性的な作品に目を移していました。
14 日 （土） に開催した表彰式では、 幼児から高校生までの一人
一人に表彰状が授与されました。 緊張感の中にも会場全体にどこ
か和やかな雰囲気が感じられる式典となりました。

※ 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。

特選受賞者一覧

10 月 14 日 （土） ・ 15 日 （日） の両日、 第 11 回京都丹波美術
工芸教育展が開催されました。
当日は、 曇りや雨が降るあいにくの天気でしたが、 管内各校 ・ 園か
ら出展された 1,092 点が展示され、 多くの方々に来場いただきました。
南丹市国際交流会館１階のイベントホールでは、 特選受賞作品 48
点をはじめ、 保育所、 幼稚園、 小 ・ 中 ・ 義務教育学校の絵画を一
堂に展示しました。 入口正面には今年から知事賞の入選作品を配置
し、 その横には京都伝統工芸大学校の学生による工芸作品や北桑田
高校生の木工作品といった多様な作品と、 農芸高校が栽培したマリー
ゴールドの花が並び、 来場者の多くが足を止めて作品の出来栄えに
見入っていました。
２階会場では、 府立学校や京都丹波キッズふれあい駅伝、 南丹美
術工芸パートナースクール事業に関する作品が展示されました。 府立
学校の作品は、 平面と立体作品とともに各校の学校紹介のスペース
を設けました。
廊下には京都丹波キッズふれあい駅伝のポスターコンクールで優秀
賞 ・ 最優秀賞を受賞した作品や過去の大会ポスターが一面に並びま
した。 小学校部門の最優秀作品は、 キッズふれあい駅伝の大会ポス
ターに採用されることを知り 「わっ、 すごい。 ポスターになるんや！」
と驚く子どもや、 過去の大会を思い出して話す保護者の姿が見られま
した。

＜京都府知事賞＞
京丹波町立みずほ保育所
岡本 龍之介
南丹市立園部幼稚園
大前 結子
亀岡市立つつじケ丘小学校
山本 隆太
亀岡市立詳徳小学校
野村 日彩
京丹波町立和知中学校
石田 沙奈
京丹波町立蒲生野中学校
稲葉 大知
京都府立丹波支援学校 （高等部） 酒井 智裕
京都府立北桑田高等学校
森 悠士朗
＜京都府教育委員会教育長賞＞
南丹市立知井保育所
南丹市立八木中央幼稚園
南丹市立美山小学校
亀岡市立保津小学校
南丹市立八木中学校
京丹波町立和知中学校
京都府立園部高等学校
京都府立北桑田高等学校

大
川勝
清水
鈴木
明田
森川
赤尾
中田

＜南丹教育委員会連絡協議会長賞＞
南丹市立園部保育所
細見
亀岡市立幼稚園
松岡
亀岡市立つつじケ丘小学校
服部
南丹市立胡麻郷小学校
岩城
京丹波町立丹波ひかり小学校
一井
亀岡市立亀岡川東学園
森下
亀岡市立曽我部小学校
王子
京丹波町立和知中学校
椹木
亀岡市立詳徳中学校
山下
京都府立北桑田高等学校
石丸
京都府立須知高等学校
片山
京都府立丹波支援学校 （小学部 ) 上杉

双葉
日向
凪紗
陽太
彩良
葵
美紀
光星
心愛
かなえ
優心
帆奈
悠
結渚
遙眞
有佳
佳夏
真子
玲菜
美優

＜京都伝統工芸大学校理事長賞＞
南丹市立胡麻保育所
奥村 侑花
京丹波町立須知幼稚園
三谷 栄翔
亀岡市立亀岡小学校
藤平 航世
亀岡市立安詳小学校
栗山 萌心
京丹波町立和知小学校
森 悠馬
亀岡市立青野小学校
法貴 虹夢
亀岡市立亀岡中学校
久保 歩風
亀岡市立亀岡中学校
前田 悠一郎
京都府立園部高等学校
山田 まつり
京都府立北桑田高等学校
久保 颯太
＜京都新聞賞＞
京丹波町立上豊田保育所
南丹市立園部幼稚園
亀岡市立安詳小学校
亀岡市立つつじケ丘小学校
南丹市立八木西小学校
南丹市立胡麻郷小学校
南丹市立園部中学校
亀岡市立詳徳中学校
京都府立園部高等学校
京都府立須知高等学校

福島 梨央
船越 陽翔
森澤 蒼琉
近藤 結那
森口 仁聖
北井 愛美
谷口 音愛
鵜川 百咲華
松下 みる
久保元 乃愛
【敬称略】

京都丹波美術工芸教育展の感動をもう一度 !!
12 月から南丹教育局ホームページでデジタル展示会を開催
南丹教育局ホームページ

http://www.kyoto-be.ne.jp/nantan-k/cms/

南丹教育局

検索

こころを育む古典の日推進事業

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！

『ひびかせよう！ことばとこころin南丹』を開催しました！

去る７月31日から８月４日まで、第41回全国高等学校総合文化祭「みやぎ総文2017」が開催されました。また、第65回
10月14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！ことばとここ

近畿学校農業クラブ連盟大会が8月23・24日に亀岡市で開催され、口丹通学圏府立高校生の活躍する姿が印象的でした。その
他に、各高校に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、しばしば新聞等で紹介されていま

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10回目の開催となりました。
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７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て

す。
高校における文化系部活動・専門学科に関する部活動は、多岐にわたります。コンクール等で上位入賞を目指すだけでなく、
それらの活動を通して地域に貢献する取組が活発に行われています。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むことができる高校についての情報を集めてみましょう。

心が洗われたと、観覧者からは大きな拍手が送られました。

京都府立亀岡高等学校

京都府立北桑田高等学校
吹奏楽部：第54回京都府吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ

美術部：第41回全国高等学校総合文化祭

高等学校の部小編成 金賞（3年連続） ※１
農業ｸﾗﾌﾞ：第68回日本学校農業ｸﾗﾌﾞ全国大会

京都府代表作品として出品

※2

吹奏楽部：第54回京都府吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ高等学校の部Ａ 銀賞

平板測量の部出場

数理科学科：ｱｼﾞｱｻｲｴﾝｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟに参加
第１回京都ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀに参加

京都府立南丹高等学校
南丹市立美山小学校

亀岡市立保津小学校

京都府立北桑田高等学校

簿記部：京都府予選個人8位

京都府立園部高等学校

全国大会出場

平和への思いを詠んだ短歌ｺﾝｸｰﾙ｢八月の歌｣ 優秀賞受賞

発表概要

第41回全国高等学校総合文化祭

美山小学校：歌・群読『きらきら スマイル16 』
保津小学校：音読劇『スイミー』

※３

北桑田高校：古典朗読『こがね丸』
和知中学校：群読『平家物語』
園部高校附属中学校：落語『 I Hate Manju 』

京丹波町立和知中学校

司会：瑞穂小学校６年生

合唱部門（合唱部）
自然科学部門（サイエンス部）

福助花壇の部 金融担当大臣賞

京都府立須知高等学校

※4

京都府立須知高等学校

植物ﾊﾞｲｵ部：第33回日本菊花全国大会

：剣舞･合吟『上田城址』他

文化連盟賞

吟詠剣詩舞部門（吟詠剣詩舞部）

京都府立農芸高等学校

須知高校：意見発表『｢安心｣と｢安全｣を考える』他

瑞穂小学校：発表『あつまれ！ことばあそび』

合唱部：平成28年度京都府高等学校文化連盟賞受賞

※５

三本立て花壇の部 堺市長賞

農業ｸﾗﾌﾞ：第65回近畿学校農業ｸﾗﾌﾞ連盟大会 意見発表 ※６
Ⅰ類 生産･流通･経営 優秀賞

畜産部：第1回ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞｬﾊﾟﾝﾎﾙｽﾀｲﾝｼｮｳ 第5部 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ
最優秀学校賞
造園部門：平成29年度若年者ものづくり競技大会

Ⅱ類 開発･保全･創造 優秀賞
第41回全国高等学校総合文化祭
吟詠剣詩舞部門 文化連盟賞(園部高等学校と合同参加)

造園職種 敢闘賞

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

京都府立園部高等学校附属中学校

京丹波町立瑞穂小学校
北桑田高 ※7

〔発表者感想より〕
☆

※１
※2
※3
※4
※5
※6

きんちょうしたけど、みんながこころをひとつにがんばってたから、よかったです。
たのしかったです。

☆

大きな声で言えてよかったです。まちがえずに言えたし、うしろを向いてなかった
からよかったです。ママが感動して、泣いていました。

☆

亀岡高 ※

南丹高 ※9

放送部による演奏会での司会の様子
第41回全国高等学校総合文化祭京都府代表作品
書道部によるﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
第41回全国高等学校総合文化祭 吟詠剣詩舞部門出場
第1回ｾﾝﾄﾗﾙｼﾞｬﾊﾟﾝﾎﾙｽﾀｲﾝｼｮｳ
第65回近畿学校農業ｸﾗﾌﾞ連盟大会 意見発表

園部高 ※10
※7
※8
※9
※10
※11
※12

農 芸 高 ※ 11

須知高 ※12

吹奏楽部による地元保育所での演奏会
自然科学部による｢地球環境子ども村｣実験教室
出雲風流花踊り（亀岡川東学園6年生との合同練習会）
廃校になった小学校での写真展(旧吉富小学校)
幼稚園･小学校の見学農業体験の受け入れ、
第32回全京都車いす駅伝競走大会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

緊張したけれど、とても楽しかったし、聞いている方にも楽しんでもらえたと思う
のでよかったです。ゆっくり大きな声で読み、楽しませる所は思い切ってやることが

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！

できました。

京丹波町立瑞穂小学校（司会）

「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。

