
2019/10/26 若⽵っ⼦学習発表会  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 10/26（⼟）に「若⽵っ⼦学習発表会」を⾏いました。多くの保護者や地域の⽅々に参観していただいた中で、⼦
どもたちは練習した成果を存分に発揮しました。
 初の試みである5，6年⽣の英語劇も好評でした。
 最後の全校合唱では、参観者の⽅々にも⼀緒に「ふるさと」や校歌を歌っていただき、会場が⼀体となった学習発
表会になりました。
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2019/10/16 元気っ⼦タイム  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者
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 中間休みに元気っ⼦タイムがありました。決められた時間に⾃分のペースでどれだけ⾛ることができたかを記録し
ていきます。校内持久⾛⼤会や⾼学年が参加対象の駅伝⼤会などに向けた練習も兼ねています。どの⼦どもも⾃分の
ペースで最後まで⼀⽣懸命⾛っていました。
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2019/10/15
６年⽣総合的な学習の時間「⽵野産バ
ジルおいる」販売に向けて

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩
学校サイト管理者

 ６年⽣が学校園で栽培したバジルを使って作られた「⽵野産バジルおいる」を、１１⽉１２⽇（⽕）に京都⾼島屋
で販売体験学習をします。この学習は、「京都・丹波やさいおいる」を製造・販売されている地元の株式会社「京都
ものがたり」の協⼒を得て実施できています。「京都ものがたり」の⽅には、学校園でのバジルの栽培から指導をし
ていただいています。今⽇は「京都ものがたり」の⽅に学校に来ていただき、販売するまでに必要な準備や、オイル
の瓶のラベルの貼り⽅などについて教えていただきました。ラベルの貼り⽅には、お客様のことを考えながら気を付
けなければならないことがたくさんあり、商品として販売することのたいへんさを学びました。
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2019/10/10 ⽵野フラワーロード  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者
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  京都丹波ロードレースに向けて地域を花いっぱいにしようという事業（府⽴丹波⾃然運動公園が区⻑会へ依頼）
を、⽵野⼩学校全児童と地域の⽅々（⽵野サロンに来られている⽅）と⼀緒になって取り組みました。マリーゴール
ドの定植作業を地域の⽅々とふれあいながら⾏いました。
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2019/10/10
⽵野サロン出前学習発表（５
年⽣）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイ
ト管理者

 ５年⽣が社会科で学習した農業や漁業のことについて発表しました。２〜３択のクイズ形式で地域の⽅々に答えて
いただきながら、しっかり発表していました。

12:37 | 投票する | 投票数(0)

2019/10/08
避難訓練（起震⾞体
験）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

 地震を想定した避難訓練をしました。「姿勢を低く」「体・頭を守って」「揺れがおさまるまでじっとして」をし
っかり守って⾏動できました。
 消防署の⽅から地震が起きたときに気を付けることなどについて話していただいた後に、起震⾞に乗り、阪神淡路
⼤震災のときと同じ震度を体験し、地震の怖さを感じることができました。
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2019/10/03
京丹波町⼩学⽣陸上運動交歓
記録会

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイ
ト管理者

  府⽴丹波⾃然運動公園陸上競技場にて「京丹波町⼩学⽣陸上運動交歓記録会」が⾏われました。
 ５，６年⽣８名が、それぞれの競技に全⼒を出し切りました。友だちのがんばりにも⼒強い声援を送っていまし
た。
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2019/10/01
京都サンガＦＣスポーツアカ
デミー

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイ
ト管理者

 京都サンガＦＣからコーチ、選⼿、スタッフの⽅に来ていただきました。1，2年⽣と３〜６年⽣に別れて指導して
いただきました。
 サッカーボールを使ったいろいろなゲームをしながら、楽しく運動できました。コミュニケーションをとることを
⼤切にした内容で、⼦どもたちにとってよい学びの機会となりました。
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2019/09/26 校外学習（３年）  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 ３年⽣が社会科の学習として、マーケス内の「サンダイコー」に⾒学に⾏きました。普段は⼊ることができないバ
ックヤードも⾒学させていただきました。⾒学を終えてから、サンダイコーの⽅に、⼦どもたちの質問にもていねい
に答えていただきました。⼦どもたちにとって、貴重な体験学習となりました。
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2019/09/25 全校⾳楽  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 昼休み（ロング）に全校⾳楽をしました。昨⽇、運動会が終わったばかりですが、さっそく学習発表会（10/26）
に向けて全校合唱の練習が始まりました。初めての練習とは思えないほど、きれいな歌声が響いていました。学習発
表会を楽しみにしていてください︕
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2019/09/24
運動会を開催しまし
た︕

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

 天候やグランドコンディションの影響で、順延・延期となっていた運動会が、本⽇ようやく実施することができま
した。地域の⽅々と⼀緒に競技等できなかったことはたいへん残念でしたが、全校児童３０名全員が出席して実施で
きてよかったです。
 平⽇にもかかわらず、太⽥町⻑をはじめとして多くの来賓の⽅に臨席いただき、多くの保護者、地域の⽅々にも参
観いただき、温かい拍⼿や声援をいただきました。
 ⼦どもたちは、そのような中で⼒いっぱい競技や演技をすることができました。
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2019/09/18 運動会予⾏演習  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 運動会予⾏演習をしました。開閉会式、徒競⾛、全校表現運動の練習をしました。いよいよ運動会が迫ってきたこ
とを実感していたようです。
 あとは、天候がよくなることを祈るばかりです。
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2019/09/17 丹波⾳頭  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 丹波⾳頭愛好会の⽅たちに来ていただき、運動会のフィナーレで踊る丹波⾳頭の練習をしました。踊った経験のあ
る２年⽣以上はすぐに覚え（思い出し）、上⼿に踊っていました。初めての１年⽣もていねいに教えていただいたお
かげで、上⼿に踊れるようになりました。
 当⽇は、保護者や地域の⽅々といっしょに踊ります。
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2019/09/12 全校表現運動  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 昨年度までは、低学年と⾼学年に別れて⾏っていた表現運動を、今年度は全校で⾏います。本番まであと１週間で
す。息の合った表現運動を楽しみにしておいてください︕
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2019/09/10
⽣活科「稲刈り体

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者
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験」

 地元農家の⼭⽥さんの⽥んぼで稲刈りをしました。これは、５⽉に⽥植え体験をして育った稲です。鎌を使ってが
んばって刈りました。
 ふりかえりでは、「楽しかった」「もっとしたかった」という感想を発表していました。

19:10 | 投票する | 投票数(0)

2019/09/06
夏休み⾃由研究発表
会

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

 低学年（１〜３年）と⾼学年（４〜６年）に別れて、⾃由研究発表会をしました。保護者、学校関係者評価委員の
皆様にも参観していただきました。
 全員が、メモなども⾒ず、作品を作ったり研究したりした理由や⼯夫、苦労したことなどをしっかり発表すること
ができました。

http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joskz8r9e-183#_183
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jo51bmgg8-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E5%A4%8F%E4%BC%91%E3%81%BF%E8%87%AA%E7%94%B1%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jo51bmgg8-183#_183'),%20'_blank');
javascript:void window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=%27+encodeURIComponent(%27http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jo51bmgg8-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E5%A4%8F%E4%BC%91%E3%81%BF%E8%87%AA%E7%94%B1%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A%27),%20%27_blank%27);


19:16 | 投票する | 投票数(0)

2019/09/05 運動会全体練習  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 運動会に向けて、１回⽬の全体練習を⾏いました。おもに⼊場⾏進や開会式での校歌などの練習をしました。⾼学
年が⼿本となるような⽴派な⾏進をしていました。

15:12 | 投票する | 投票数(0)

2019/09/05 朝礼  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 運動会のめあて（⽬標）を児童会本部の児童が発表した後、⻘組と⾚組に別れて「顔合わせ会」をしました。組の
めあてを発表したリ、⾃⼰紹介をしたりしました。最後に円陣を組んでかけ声をかけました。
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2019/09/03
お話を絵にする図書読み聞かせ
キャラバン

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サ
イト管理者

 ⼀般財団法⼈出版⽂化産業振興財団（ＪＰＩＣ）から２名の⽅に来ていただき、「お話を絵にするコンクール」の
課題図書の紹介（ブックトーク）や、本の読み聞かせをしていただきました。⾳楽に合わせて絵本の読み聞かせ（語
り）をしたり、⼆⼈で漫才⾵にかけ合いをしながら読み聞かせ（語り）をしたりしていただきました。⼦どもたちに
とって、読書に対する興味・関⼼を⾼める機会となりました。
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