
2019/09/02 下校スピーチ  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 ２学期から下校集会でスピーチをします。今までの下校集会では、児童会本部の児童が、その⽇の出来事から感じ
たことなどを話していました。
 下校スピーチでは、１〜６年⽣全員が、「⾃分のすきなこと」「今がんばっていること」「新聞やニュースを⾒て
考えたこと」などのテーマでスピーチしていきます。
 これは、できるだけ⼤勢の⼈の前でスピーチをすることによって表現⼒を⾝に付けさせることをねらって取り組む
ものです。もちろん話を聞く⼒も伸ばしていきたいと思っています。
 ⼿本を⽰すということもあり、６年⽣から始めていきます。
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2019/08/29 ２学期始業式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者
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 全校児童３０名が元気に登校し、２学期始業式を迎えることができました。
 学校⻑からは、
①学習や⾏事にめあて（⽬標）をもって取り組み、苦⼿なことに挑戦したり、得意なことをさらにうまくできるよう
になったりしてほしい。
②がんばっている友だちに気付いて、それを応援できる⼈になってほしい。
の２点について話がありました。
 始業式後には、７⽉３１⽇に⾏われた「育ちゆく⼦らの交流会」に参加した感想を児童会本部の児童が発表しまし
た。
 各教室では、夏休みの思い出などを交流するなど、賑やかな声であふれていました。
 いよいよ２学期がスタートしました︕保護者、地域の皆様、２学期も本校教育に対して、ご理解・ご協⼒をよろし
くお願いします。
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2019/08/25 第２回⽵野夏祭り  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本校児童による合唱が、第２回⽵野夏祭りのステージ発表のオープニングを飾りました。曲は⼊学式やほほえみの
会でも歌った「世界中の⼦どもたちが」と「校歌」です。
 校歌は会場におられる地域の⽅々にもいっしょに歌っていただきました。
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2019/08/25 夏季清掃作業  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 多くの保護者、地域の⽅々にお世話になりながら夏季清掃作業を⾏いました。学校だけではできない⽊の剪定作業
をはじめや学校周辺の草刈りやグランドの草引き、後半は校舎内の⾼い場所の清掃などをしていただき、すっきりき
れいになりました。お陰様で、⼦どもも教職員も気持ちよく２学期のスタートをきることができます。
 暑い中、お世話になり、ありがとうございました。
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2019/07/19 １学期終業式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 １学期終業式を⾏いました。学校⻑からは、⼦どもたちががんばったことや地域の⽅々にお世話になったことなど
について話がありました。
 式後には、⽣徒指導担当教諭から、夏休みの過ごし⽅についての話と、５，６年⽣から「育ちゆく⼦らの交流会」
について説明がありました。
 すべての⼦どもが充実した夏休みが送れるよう、保護者、地域の皆様よろしくお願いします︕
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2019/07/18 ⼤そうじ  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 みんなで⼒を合わせて、下駄箱や教室の隅々まで掃除をしました。１年⽣は机の脚についていたほこりを⽵串でき
れいにとっていました。

16:13 | 投票する | 投票数(0)

2019/07/17
こども１１０番のい
え

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

 南丹警察署と「こども１１０番のいえ」としてお世話になっている⽅に来ていただきました。下校集会で、警察署
の⽅から「こども１１０番の家」のことや「いかのおすし」について説明を受けました。下校は、警察の⽅や「こど
も１１０番のいえ」としてお世話になっている⽅々といっしょに歩きながら、「こども１１０番の家」の場所などを
確認しました。 
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2019/07/12
薬物乱⽤防⽌教室（６
年）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管
理者

  ６年⽣対象に薬物乱⽤防⽌教室を実施しました。保健所の⽅々や学校薬剤師の松本先⽣から、クイズ形式で正し
い服薬の仕⽅や⼤⿇などの危険性についてわかりやすく説明していただきました。その後、悪い誘いを断る⽅法をロ
ールプレイで体験しながら考えました。

15:34 | 投票する | 投票数(2)

2019/07/11
サロン出前学習発表（４年
⽣）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト
管理者

 ４年⽣が⽵野サロンで学習発表をしました。若狭湾⻘少年⾃然の家での宿泊体験学習（６⽉初旬）での思い出を発
表しましました。
 ⼦どもたちは、遠くに座っておられる⽅にも聞こえる声の⼤きさを意識して発表することができました。
 楽しかったことや学んだことを劇やクイズにして発表しました。サロンのみなさんからは笑いがおこったり、拍⼿
をいただいたりして、⼦どもたちは⼤満⾜の様⼦でした。
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2019/07/10 集会（7/10）  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 ７⽉１０⽇（⽔）の集会に、本校卒業⽣の和久⽥様をお招きしました。和久⽥様は、趣味として油絵を描かれてお
られます。たくさんある作品から何点かを学校に展⽰することとなりました。展⽰する前に、和久⽥様から⼩学校時
代の思い出や絵に対する思いなどを話していただきました。お話の後に間近で作品を鑑賞しました。

13:23 | 投票する | 投票数(2)
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2019/07/08 計算⼤会  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本⽇、全校⼀⻫に計算⼤会をしました。全員が集中して問題に取り組んでいたので、校舎はシーンと静まりかえっ
ていました。満点⽬指して⾒直しもしっかりしていました。

11:17 | 投票する | 投票数(2)

2019/07/05
⾮⾏防⽌教室（７／
４）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

 南丹警察署スクールサポーターの⽅に来ていただき、５年⽣が⾮⾏防⽌教室を⾏いました。「やってよいこと、悪
いこと『４原則』」について、具体例を挙げたり法律の話をしたりしながらわかりやすく教えていただきました。ま
た、ロールプレイを通して、どのように判断し⾏動すればよいかすればよいかということも教えていただきました。
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 最後に、「本物の友だち」をつくることの⼤切さについて話していただきました。

10:29 | 投票する | 投票数(1)

2019/07/04 ⼈権⽉間まとめ  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 ７／３（⽔）に⼈権⽉間のまとめをしました。学年ごとに⽴てた⼈権⽉間の⽬標の振り返りを発表しました。「友
だちのよいところをたくさん⾒つけることができた」「⾃分のよいところも⾒つけることができた」「他学年の友だ
ちのよいところをもっと⾒つけていきたい」などの発表がありました。
 ⼈権⽉間は終わりましたが、今回取り組んだことを今後も活かし、⽇頃からお互いのことを認め合い、相⼿の⽴場
に⽴って⾏動できる⼦どもたちに育ってほしいと願っています。
 児童昇降⼝の掲⽰板には、⼼温まるメッセージが書かれた「わたし、はっけん︕ クラス、はっけん︕」カードを
しばらく掲⽰します。
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2019/06/25
葛城神社⾒学（３年
⽣）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

  ６／２０（⽊）に３年⽣の総合的な学習の時間「ふるさと⽵野、たんけんたい」の学習として葛城神社の⾒学を
したり、神主の中⻄様から葛城神社の歴史や⽵野地区の城の歴史などについて説明を受けたりしました。
 ⼦どもの質問にていねいに答えていただき、多くのことを学ぶことができました。
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16:04 | 投票する | 投票数(1)

2019/06/15
⽂化鑑賞会（丹波⼋坂太⿎⾳
打祭）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイ
ト管理者

 本⽇、⼟曜活⽤事業としてＰＴＡと共催で⽂化鑑賞会をしました。
 丹波⼋坂太⿎保存会から10名の⽅々に来ていただき、⼼も体も揺さぶられるような躍動感あふれる素晴らしい演奏
をしていただきました。⼦どもたちにも体験させていただくなど、とても有意義な⽂化鑑賞会になりました。

13:11 | 投票する | 投票数(2)

2019/06/11 3校合同芸術鑑賞会  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者
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 丹波ひかり⼩学校体育館を会場として３校（丹波ひかり⼩、下⼭⼩、⽵野⼩）合同芸術館鑑賞会が⾏われました。
 「劇団 ⾵の⼦北海道」の皆様が「マーレンと⾬姫」を演じてくださいました。体育館の真ん中に舞台が設置され、
舞台をダイナミックに動き回る様⼦や、めずらしい楽器を使っての演奏を楽しみながら観劇していました。

15:00 | 投票する | 投票数(2)

2019/06/11 朝の読み聞かせ  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 今⽇は、読書指導員の⻄村先⽣と図書・広報委員会の児童が読み聞かせをしてくれました。⼦どもたちが読書好き
になるように、⻄村先⽣には学年に合った本を選んでいただき、委員会の⼦ども達も興味をもって聞いてくれそうな
本を⾃分たちで選んでいます。
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12:58 | 投票する | 投票数(1)

2019/06/07 野外学習２  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本⽇、多くの体験をし、⼀回り⼤きく成⻑した姿で、全員元気に帰ってきました。シーカヤックでは、ペアで息を
合わせてこぎ、途中の岩場で磯観察をしたり、泳いだりしました。
 キャップファイヤーでは、活動係が考えたゲームなどをして思いきり楽しみました。
 朝のつどいでは、⼤勢の中学⽣の前で堂々と⾃⼰紹介や学校紹介をしたり、ラジオ体操をしたりすることができま
した。
 野外学習で体験し学んだことをこれからの学校⽣活に活かしてほしいです。
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21:09 | 投票する | 投票数(3)

2019/06/06 野外学習１  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本⽇から、４年⽣・5年⽣が若狭湾⻘少年⾃然の家で野外学習をおこなっています。
 朝は、保護者の⽅や学校に残っている児童に⾒送られて元気に学校を出発しました。
 天候にも恵まれ、シーカヤックを楽しみました。今からキャンプファイヤーをして、友達との絆を深めます。
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18:49 | 投票する | 投票数(5)

2019/06/05 第1回⼈権⽉間  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本⽇⼈権集会を⾏い、第1回⼈権⽉間（６／５〜７／３）の取組が始まりました。テーマは「わたし、はっけん︕
クラス、はっけん︕」です。他の学年の児童どうしが互いのよいところを紹介し合ったり、⾃分の学級⾃慢等を紹介
する⽂を書いたりする取組を通して、⾃他のよさやがんばりを認め合い、⼈権を尊重する態度を育てていきたいと考
えています。

20:04 | 投票する | 投票数(2)

2019/05/31
⽵野ほほえみの会での合
唱

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管
理者

 本⽇、若⽵センターで⾏われた「⽵野ほほえみの会」の⾷事会に招いていただき、全校合唱をしました。緊張気味
でしたが、元気よく歌うことができました。発表後は、⼤きな拍⼿をいただき、少し照れくさそうにしていました。
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17:37 | 投票する | 投票数(1)

2019/05/30 プール掃除  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 ⾬天のため、延期になったプール掃除を本⽇⾏いました。１，２年⽣はプールサイド、３年⽣以上はプールの中を
掃除しました。みんな⼀⽣懸命にがんばり、ピカピカになりました。
 ⽔泳学習が楽しみです。

18:19 | 投票する | 投票数(1)

2019/05/23 新体⼒テスト  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 なかよし班（異年齢グループ）を４班に分けて、新体⼒テストをしました。全⼒が出し切れるようにがんばりまし
た。
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19:12 | 投票する | 投票数(1)

2019/05/17 修学旅⾏ 9  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 天候にも恵まれ、⼩学校⽣活の思い出に残る修学旅⾏となりました。
やや疲れは⾒えますが、全員元気です。電⾞に乗って、帰路に着きます。

14:20 | 投票する | 投票数(7)

2019/05/17 修学旅⾏ 8  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者
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志摩スペイン村で楽しんでいます︕

11:56 | 投票する | 投票数(6)

2019/05/17 修学旅⾏ 7  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

旅館を出発し、伊勢神宮に⾏きました。
これから、志摩スペイン村へ向かいます。
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08:38 | 投票する | 投票数(4)

2019/05/17 修学旅⾏ 6  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

おはようございます。
⽇の出がしっかり⾒れました。

05:08 | 投票する | 投票数(9)
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2019/05/16 修学旅⾏ 5  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

美味しい⼣飯を⾷べ、買い物をしました。
また、夜の集いを⾏い、今⽇の振り返りをしました。
明⽇も元気に活動できればと思います。

20:30 | 投票する | 投票数(7)

2019/05/16 修学旅⾏ 4  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

旅館に着きました。
今から⼣飯を⾷べて、夜の買い物に⾏きます。
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17:53 | 投票する | 投票数(7)

2019/05/16 修学旅⾏ 3  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

⿃⽻⽔族館で、いろいろな⽣き物を⾒たりさわったりしました。
アシカショーも⾒てお⼟産も少し買いました。
この後、⼆⾒に向かいます。
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16:10 | 投票する | 投票数(6)

2019/05/16 修学旅⾏ 2  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

⿃⽻に着きました。
ミキモト真珠島で昼⾷を⾷べたあと、⾒学をしています。
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12:45 | 投票する | 投票数(6)

2019/05/16 修学旅⾏ 1  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本⽇から、6年⽣は1泊2⽇の⾏程で修学旅⾏に出かけました。
   伊勢・志摩⽅⾯の、歴史や⽣き物を知るだけでなく、マナー、時間、集団⾏動等について⾃分たちで考え⾏動できるようになればと思いま
す。本⽇は、ミキモト真珠島、⿃⽻⽔族館の⾒学を予定しています。
全員元気に出発しました。

08:10 | 投票する | 投票数(7)

2019/05/10 「こめづくりをしよう」（⽣活
科︓1.2年⽣）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校
サイト管理者
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 地域で農業を営まれている⼭⽥さんにお世話になり、1.2年⽣が⽥植え体験学習をしました。⼭⽥さんには18年間
お世話になっています。児童は⽔⽥の⼟の感覚を楽しみながら、とても集中して苗植えをがんばりました。
 早くも収穫を楽しみにしている児童もいました。

14:52 | 投票する | 投票数(4)

2019/05/10 ⾃転⾞交通教室  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 南丹警察署と交通安全協会のみなさんに来ていただき、「⾃転⾞交通教室」を実施しました。低学年は、安全な歩
⾏と⾃転⾞の乗り⽅、⾼学年は⾃転⾞運転免許取得に関する技能運転も含めた乗り⽅について指導していただきまし
た。
 この教室をきっかけとして、今まで以上に「⾃分の命は⾃分で守る」という意識をしっかりもってほしいと思いま
す。
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11:07 | 投票する | 投票数(3)

2019/05/10 児童総会（５／９）  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 ５／９（⽊）児童総会をしました。はじめに児童会歌「芽⽣会のうた」を全員で歌いました。その後、本部委員会
の児童が進⾏役を務め、各委員⻑（本部、健康、図書・広報委員会）が今年度の活動計画等について説明をしまし
た。
 すでに委員会活動は始まっており、どの児童も⼀⽣懸命に取り組んでいます。

10:34 | 投票する | 投票数(2)

2019/05/07 元気っ⼦タイム  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本⽇から元気っ⼦タイム（５／７〜６／１３）が始まりました。これは、体⼒の向上や健康でたくましい⼼と体を
育てることをねらいとして、⽕・⽊曜⽇の中間休みにランニング（⾬天時︓⼤縄跳び）をします。低学年は120ｍト
ラック、⾼学年は200ｍトラックを３分間⾛り、何周⾛れたかを記録していきます。

13:31 | 投票する | 投票数(2)

2019/04/25
１年⽣を迎える会
（4/24）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管
理者

 ⾬天のため、１年⽣歓迎遠⾜のかわりに１年⽣を迎える会をしました。班ごとに室内ゲームをしたり、ウォークラ
リーをしたりしました。
 みんなで遊んだ後は、全校で給⾷を⾷べました。最後にウォークラリーで獲得したカギで宝箱を開けました。宝箱
の中には、６年⽣が気持ちを込めて作った１年⽣へのプレゼント（⾸飾り）が⼊っていました。６年⽣から⾸飾りを
かけてもらった１年⽣はとてもうれしそうでした。
 全校の絆が深まった１年⽣を迎える会になりました。６年⽣ありがとう︕
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20:48 | 投票する | 投票数(2)

2019/04/23 ⼦ども読書の⽇  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本⽇、⼦ども読書の⽇の取組として、地域にお住まいの今⻄さんに読み聞かせをしていただきました。絵本の内容
に合わせて、紙で作った「ビュンビュンごま」を回す実演もしていただき、⼦どもたちの⽬は釘付けになっていまし
た。
 その後、教職員が図書室の本から選んだ「おすすめの本」を紹介しました。
 読書に対する興味・関⼼を⾼める取組となりました。
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12:56 | 投票する | 投票数(2)

2019/04/20
⼟曜参観⽇・ＰＴＡ総
会

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

 全家庭から出席していただき、授業参観後にＰＴＡ総会を⾏いました。
 授業参観では、⼦どもたちは少し緊張しながらも、はりきって発表などをしていました。ＰＴＡ総会では、すべて
の議事について承認され、今年度の活動が本格的にスタートしました。
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15:41 | 投票する | 投票数(2)

2019/04/20 あいさつ運動  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 いよいよ４〜６年⽣による委員会活動がスタートしました。児童会本部委員は毎朝、校舎⼊り⼝前に⽴って元気よ
くあいさつ運動をしています。助っ⼈が参加することもあります。
 他の委員会（図書・広報、健康）の⼦どもたちも、やる気満々で責任をもって活動しています︕

  

15:35 | 投票する | 投票数(2)

2019/04/12
みんな仲良く（昼休
み）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

 本⽇から給⾷が始まり、今年度初めての昼休み。温かな陽射しのもと、１〜６年⽣が⼀緒に仲良く遊びました。⽵
野⼩学校のよき伝統です。
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13:20 | 投票する | 投票数(3)

2019/04/12 保健室掲⽰物  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 ⼦どもたちが、健康安全や命の⼤切さについて関⼼がもてるように、保健室の掲⽰物を⼯夫しています。
 保健室前には、年度初めの⾝体測定等の予定を、⾝体の掲⽰物にあわせてわかりやすく掲⽰しています。
 配膳室前には、全校児童と全職員の誕⽣⽇が⾊とりどりの⿂に書かれていて、⼀匹の⼤きな⿂（スイミー）になっ
ています。登校後すぐに気付いた⼦どもたちが、⾃分や友達の⿂を探しながら楽しく会話をしていました。

09:17 | 投票する | 投票数(3)

2019/04/09 ⼊学式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 温かな春の⽇ざしを浴びながら、校庭の桜が満開を迎えた９⽇、保護者の⽅をはじめ、多くの来賓や地域の⽅に⾒
守られながら、６名の新⼊⽣の⼊学式を⾏うことができました。
 １年⽣呼名では、担任から名前を呼ばれると、とても元気な声でしっかり返事をすることができました。この新⼊
⽣を含め全校児童３０名で本年度がいよいよスタートしました。
 教師⼀丸となって、⼦どもたちの⼒を最⼤限に伸ばせるよう努⼒していきます︕
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11:02 | 投票する | 投票数(5)

2019/04/08 着任式・始業式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本⽇、新たに３名の先⽣を迎える着任式を⾏いました。着任のあいさつでは、特技の披露などもありました。
 着任式後に始業式を⾏いました。学校⻑からは、「みんなが⾏きたいI」と思える⽵野⼩学校にするために、教職員
は「勉強が楽しいと思えるような授業をする」「何でも相談できる先⽣になる」「何でも素直に⾔える学級づくり」
などをがんばるという話がありました。
 児童に対しては、「あいさつをすること」「お互いの違いを認め合うこと」「⽬標をもって勉強や運動をがんばる
こと」などについて、話がありました。
  始業式後に、担任やその他の教職員について紹介をしました。
 教職員⼀丸となって、児童の持てる⼒を最⼤限伸ばせるよう努⼒してまいりますので、保護者、地域の皆様には、
引き続きご理解とご⽀援をいただきますよう、よろしくお願いします。
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2019/04/04 離任式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 卒業⽣も含め、児童全員が出席した中で、離任式を⾏うことができました。
 今回の⼈事異動で転退職することになった４名の職員と⼦どもがお別れをしました。
 転退職する４名が⼦どもに向けて話をした後、涙する⼦どももいる中、花道をつくって⾒送りをしました。
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