
2020/03/24 修了式・進級式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

  修了式・進級式を無事⾏うことができました。⼦どもたちは、担任から⼀⼈ずつ呼名されると、⼒強い返事をし
て、背筋を伸ばして起⽴していました。そして、学校⻑から全員の進級が認められました。
  学校⻑からは、各学年が１年間がんばってきたことや進級した学年でがんばってほしいことなどについて話があ
りました。真剣な表情で話を聞く⼦どもたちの様⼦から、次年度に向けての意欲を感じました。来年度が楽しみで
す。
 式後には、⽣徒指導担当教師が「春休みの過ごし⽅」について話をしました。まだ、コロナウイルスの感染予防を
しながら⽣活していくことが必要ですが、外での遊びができることなどが分かると、少し笑顔が⾒られました。そし
て、早速放課後には、校庭で元気に遊ぶ⼦どもたちの姿が⾒られました。
 始業式（４／８）、⼊学式（４／９）には、全員元気に登校できるよう健康や安全に気を付けて⽣活してほしいで
す。
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2020/03/23 卒業式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 コロナウイルス感染・拡⼤防⽌のため臨時休業中に実施をした卒業式。本⽇、久しぶりに⼦どもたちが登校し、学
校に命が吹き込まれたような感覚になりました。
 全校での練習をまったく⾏えないまま本⽇を迎えましたが、卒業⽣は堂々と証書を受け取り、在校⽣は気持ちのこ
もった歌声を卒業⽣に送ることができました。
 例年なら、卒業式後は、在校⽣が花道を作って卒業⽣を⾒送るのですが、今年は在校⽣を早めに下校をさせ、⾒送
りはしないことにしました。
 そこで、職員がアイデアを出し合い、「花のアーチと紙吹雪の中を歩いてもらおう」ということになり、職員がワ
ンチームとなって、前⽇に花のアーチと紙吹雪を作成することに…
 卒業⽣が本⽇、その花のアーチを通り、紙吹雪が舞う中を晴れやかに歩んで⾏く姿を⾒て職員⼀同「やってよかっ
た︕」と思いました。
 中学校に進学してもがんばれ︕応援しています︕
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2020/02/22 ６年⽣を送る会  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 多くの保護者、地域の皆様に⾒守られながら、「６年⽣を送る会」を⾏いました。「今までお世話になった６年⽣
に感謝の気持ちを伝えよう︕」のスローガンのもと、５年⽣がリーダー役となって準備を進め、本番の司会も務めま
した。
 どの学年も⼯夫された⼼のこもった発表をし、スローガンどおりの会になりました。
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2020/02/18 雪遊び  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 本格的に降った雪が校庭にも積もりました。登校した⼦どもたちはすぐに校庭に⾶び出し、元気よく雪遊びをして
いました。服やズボンがびしょ濡れになってしまった⼦も…
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2020/02/14 全校あそび  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者
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 ５年⽣が計画をした全校あそび（おにごっこ）をしました。これは、卒業を間近にひかえた６年⽣と楽しい思い出
を作ることを⽬的に実施したものです。運動場のライン引き、ルール説明、司会進⾏、おわりのあいさつ（振り返
り）をすべて５年⽣がしました。
 おかげで、とても楽しい全校あそびとなりました。５年⽣のみんなありがとう︕
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2020/02/13
⽵野サロン出前学習発表会
（６年⽣）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイ
ト管理者

 ６年⽣は昨年の１２⽉末に３泊４⽇の⽇程で、京丹波町と友好交流町である北海道下川町に⾏きました。京丹波町
の事業として実施されている下川町での⾃然体験学習に、今回は⽵野⼩学校６年⽣児童（５名）が⾏かせていただき
ました。
 出前学習発表では、下川町で体験したことや学んだことについて発表しました。発表後は「６年間ありがとうござ
いました︕」と感謝の気持ちを伝えました。そして、参観してくださったみなさんと握⼿をして退場しました。みな
さんからは⼀⼈ひとりに温かい⾔葉をかけていただきました。
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2020/02/10
１年⽣⼊学説明会・合同
授業

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管
理者

 令和２年度⼊学予定児童６名と保護者の⽅々に対して、説明会や合同授業を⾏いました。合同授業では、１年⽣と
⼀緒にオリジナルの⼿さげカバン作りをした後、１年⽣が新１年⽣⼀⼈ずつに宛てた⼿紙を読みました。合同授業の
後は、保護者の皆様には⼊学説明会を⾏い、その間、新１年⽣は、５年⽣から学校案内をしてもらいました。学校案
内では、ウォークラリーのようにクイズに答えながら各教室をめぐり、ゴールの校⻑室で、⼿作りのプレゼントを受
け取り、⼤喜びでした。
 新１年⽣６名の⼊学を⼼待ちにしています。
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2020/02/04 なわとび⼤会  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 なわとび⼤会をしました。
 まず、２チーム（なかよし班）に分かれて、８の字跳びとチーム（⼀⻫）跳びをしました。その後、個⼈跳びをし
ました。個⼈跳びは選択した２種⽬を跳びました。
 どの種⽬も⽬標回数を⽬指してがんばりました。⽬標を達成できなかった種⽬もありましたが、全⼒でがんばって
いました。
 すべての種⽬が終わった後に、恒例となっている「リーダー交代式」を⾏いました。６年⽣からメッセージを添え
て⼤縄を⼿渡された５年⽣は、⼒強い決意を伝えていました。
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2020/01/31
おにが読み聞かせにやって
きた︕

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイ
ト管理者

 節分間近な１／３１（⾦）に、おにが読み聞かせにやってきてくれました。節分にまつわる本を含め、２冊の本を
読んでくれました。少し⻑めの話でしたが、⼦どもたちは興味をもって最後まで集中して聴いていました。 ※おに
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の正体は秘密です。
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2020/01/30
⽵野サロン出前学習発表（わかた
け・１年⽣）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校
サイト管理者

 わかたけ学級と１年⽣が出前学習発表をしました。
 １年⽣は、昔のあそび、鍵盤ハーモニカの演奏、国語の教科書の⾳読をしました。緊張しながらもしっかり発表で
きました。
 わかたけ学級は、「パプリカ」の曲に合わせて、和太⿎を演奏しました。軽快なリズムで会場の雰囲気を盛り上げ
ていました。
 今回も多くの地域の⽅々に⾒守っていただきながら温かい拍⼿を受け、⼦どもたちは⼤満⾜でした。
 少⼈数の学校にとっては、とても⼤切な学習機会となっています。
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2020/01/28 給⾷週間の取組  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 給⾷週間（1/27〜1/31）の取組の⼀つとして、丹波ひかり⼩学校の栄養教諭の榎川先⽣から⽇本各地の⾷材や料理
について話をしていただきました。その後、低・⾼学年に分かれて都道府県カルタ（⾷に関する）をして楽しみまし
た。
 給⾷は交流給⾷として、他学年といっしょに楽しく⾷べました。
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2020/01/18 とんがり⼭登⼭  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 天候にも恵まれ、とんがり⼭登⼭（⽵野サタデープラン事業）が予定どおりできました。登⼭から学校へ戻ってく
ると、地域の⽅が学校のパン窯で焼いてくださったパンやピザ、ＰＴＡの⽅に作っていただいた⾃家製の⿊⾖味噌を
使ったみそ汁などを振る舞っていただきました。登⼭を終えてお腹を空かしていた参加者にとっては、最⾼のおもて
なしとなりました。
 最後は感謝の気持ちを込めて「ありがとうございました︕」とお礼を⾔って解散となりました。
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08:14 | 投票する | 投票数(0)

2020/01/09 書き初め⼤会  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 全学年⼀⻫に各教室で書き初め⼤会をしました。何の⾳もしないぐらいどの学年も集中して書いていました。
 校内書き初め展（1/14〜1/17）では、各教室廊下に作品を掲⽰します。ぜひ⾜を運んでください︕
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17:25 | 投票する | 投票数(3)

2020/01/07 ３学期始業式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 学校⻑から３学期は１年間のまとめと進学や進級に向けて準備をする学期であり、⽬標をもって過ごしていくこと
の⼤切さについて話がありました。⼦どもたちはしっかり話を聞いていました。
 教職員⼀同、健康に気を付け、元気な姿で⼦どもたちと接していきたいと思っています。
 保護者、地域の皆様、３学期も⽵野の⼦どもたちのことをよろしくお願いいたします。
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09:00 | 投票する | 投票数(3)

2019/12/28 北海道下川町交流15  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

3泊4⽇の⾏程を終えて、みんな元気に帰って来ることができました。

17:42 | 投票する | 投票数(5)

2019/12/28 北海道下川町交流14  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

⼤阪国際空港(伊丹空港)に到着しました。
今から京丹波町に帰ります。

14:59 | 投票する | 投票数(6)

2019/12/28 北海道下川町交流13  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

北海道の名寄新聞に掲載されました。
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13:07 | 投票する | 投票数(6)

2019/12/28 北海道下川町交流12  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

北海道での学びも、もうすぐ終わりになります。
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最後に、家族や友達などのお⼟産を買っています。

09:45 | 投票する | 投票数(6)

2019/12/28 北海道下川町交流11  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

朝⾷を⾷べて、今から旭川空港に向けて出発します。
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07:35 | 投票する | 投票数(7)

2019/12/27 北海道下川町交流10  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

今⽇は、旭川駅前のホテルに宿泊します。

19:40 | 投票する | 投票数(7)

2019/12/27 北海道下川町交流９  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joqaejd9f-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%B8%8B%E5%B7%9D%E7%94%BA%E4%BA%A4%E6%B5%8110%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joqaejd9f-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=joqaejd9f-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%B8%8B%E5%B7%9D%E7%94%BA%E4%BA%A4%E6%B5%8110%27),%20%27_blank%27);
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jot5xehhv-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%B8%8B%E5%B7%9D%E7%94%BA%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%99%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jot5xehhv-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=jot5xehhv-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%B8%8B%E5%B7%9D%E7%94%BA%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%99%27),%20%27_blank%27);


昼⾷のあと、下川の⼩学⽣とお別れをし、下川町で学んだことについての振り返りをしました。

15:23 | 投票する | 投票数(9)



2019/12/27 北海道下川町交流９  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

午前中は、スノーシューや雪板体験をしたり、そりや雪合戦をしたりして楽しみました。
下川の⼩学⽣とも仲良く交流するきとができました。
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12:40 | 投票する | 投票数(8)

2019/12/27 北海道下川町交流８  | 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。今⽇もみんな元気です。
今⽇は、下川町の⼩学⽣と交流します。

http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=job2f0z1u-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%B8%8B%E5%B7%9D%E7%94%BA%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%98%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=job2f0z1u-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=job2f0z1u-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%B8%8B%E5%B7%9D%E7%94%BA%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%98%27),%20%27_blank%27);


08:54 | 投票する | 投票数(8)

2019/12/26 北海道下川町交流７  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

今⽇の午後からは、バイオマスボイラーと椎茸栽培の⾒学。
間伐材を使った、グリーンウッドワークのスプーン作りをしました。
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18:30 | 投票する | 投票数(10)



2019/12/26 北海道下川町交流６  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

午前中は、下川町の取り組みについて学びました。
下川町町⻑さんにも話をしていただきました。

11:58 | 投票する | 投票数(8)

2019/12/26 北海道下川町交流５  | 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。
みんな元気に朝⾷を⾷べました。
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今⽇の活動も楽しみです。

08:22 | 投票する | 投票数(10)

2019/12/25 北海道下川町交流４  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

五味温泉に到着してお⾵呂に⼊りました。
今から⼣飯を⾷べます。
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19:20 | 投票する | 投票数(10)

2019/12/25 北海道下川町交流３  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

旭⼭動物園を満喫しました︕
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15:51 | 投票する | 投票数(9)

2019/12/25 北海道下川町交流２  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

旭川空港に着きました。
お昼を⾷べて、旭⼭動物園に向かいます。

13:01 | 投票する | 投票数(9)

2019/12/25 北海道下川町交流１  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者
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⼤阪国際空港に着きました。

⾶⾏機に乗って、北海道を⽬指します。

08:27 | 投票する | 投票数(9)

2019/12/24 ２学期終業式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

  学校⻑からは、⼦どもたちががんばっていた姿などについて話がありました。終業式後には、美術展やポスター
コンクールなどの⼊賞者と駅伝⼤会での⼊賞者への賞状、記録証などの授与を⾏いました。
 最後に⽣徒指導担当教諭から冬休みの過ごし⽅について、「あいうえお順」に気を付けたり守ったりしなければな
らないことについて話をしました。
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2019/12/20
夏尾⼩学校（宮崎県）から視察に
来られました

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校
サイト管理者

 宮崎県の都城市⽴夏尾⼩学校の教頭先⽣が視察に来られました。夏尾⼩学校も全校児童２２名の⼩規模校で、特認
校として校区外から登校している児童もいるそうです。
 ⽵野⼩学校が⼩規模校として地域と様々な連携をしながら学校教育を推進している様⼦を知りたいということで来
られました。
 地域コーディネーターの⾦延さんにも出席いただき、お互いの学校や地域の様⼦等について、たくさんのことが交
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流できました。

16:04 | 投票する | 投票数(1)

2019/12/19
⽵野サロン出前学習発表会
（2･3年⽣）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サ
イト管理者

 ２年⽣と３年⽣が⽵野サロンで学習発表をしました。国語で学習したことを劇で表現したり、⾃分たちが興味をも
って調べたてまとめたことを発表しました。⼤勢の⽅に温かく⾒守られ、緊張しながらもしっかり発表することがで
きました。
 最後にみんなで「ももたろう体操」をしました。

11:28 | 投票する | 投票数(1)

2019/12/18
けんこう戦隊 わかたけレンジ
ャー参上︕

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サ
イト管理者

http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joelc1q55-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E7%AB%B9%E9%87%8E%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%E5%87%BA%E5%89%8D%E5%AD%A6%E7%BF%92%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A%EF%BC%882%EF%BD%A53%E5%B9%B4%E7%94%9F%EF%BC%89%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joelc1q55-183#_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=joelc1q55-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E7%AB%B9%E9%87%8E%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%E5%87%BA%E5%89%8D%E5%AD%A6%E7%BF%92%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A%EF%BC%882%EF%BD%A53%E5%B9%B4%E7%94%9F%EF%BC%89%27),%20%27_blank%27);
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jobp1swcw-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E3%81%91%E3%82%93%E3%81%93%E3%81%86%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%80%80%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%81%9F%E3%81%91%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E5%8F%82%E4%B8%8A%EF%BC%81%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jobp1swcw-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=jobp1swcw-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E3%81%91%E3%82%93%E3%81%93%E3%81%86%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%80%80%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%81%9F%E3%81%91%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E5%8F%82%E4%B8%8A%EF%BC%81%27),%20%27_blank%27);


 ⾵邪やインフルエンザが流⾏する頃に、昨年度につづき「けんこう戦隊 わかたけレンジャー」が学校にやってき
ました。「睡眠グリーン」「⼿洗いうがいブルー」「マスクホワイト」「運動イエロー」「換気レッド」が順に登場
し、⾵邪やインフルエンザにかからないように呼びかけ、さっそうと去って⾏きました。もしかしたらまた登場する
かも…

 

17:37 | 投票する | 投票数(0)

2019/12/18
またまたサンタがやってきた︕（セ
カンドブック事業）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学
校サイト管理者

 京丹波町のセカンドブック事業として１年⽣に絵本の贈呈式がありました。読み書きせをしていただいた後に、⼀
⼈ずつサンタから絵本をプレゼントしてもらいました。
 「もらった本を⼤事にします」とお礼を⾔いました。
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17:30 | 投票する | 投票数(0)

2019/12/17
サンタがやってき
た︕

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

 昨年度に引き続き、サンタが絵本の読み聞かせにやってきました。⼦どもたちは⼤喜びでした。サンタがどこから
来たのかは秘密です。

17:27 | 投票する | 投票数(1)

2019/12/14
もちつき⼤会（サタデープラ
ン事業）

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイ
ト管理者

 ⽵野サタデープラン事業（地域学校協働活動本部事業）として、もちつき⼤会をしました。多くの地域の⽅々に協
⼒していただき、おいしいつきたてのおもちをたくさん⾷べました。参加した⼦どもが全員もちつきも体験しまし
た。
 もちつき後は、しめ縄の作り⽅を教えていただき、しめ縄⽤のわらをおみやげにいただきました。
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2019/12/10
府⽴林業⼤学校との共同
学習

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管
理者

 学校近くの⽵野財産区の⼭林において、府⽴林業⼤学校の実習「森林公共政策⼊⾨」と５年⽣の総合的な学習の時
間「⽵野地域ふしぎ発⾒︕」の共同学習を⾏いました。
 林業⼤学校１年⽣１５名、５年⽣３名、そして⽵野財産区の委員の⽅４名の⽅にも参加していただきました。
 ⽵野財産区の⼭林にだれでも登ることができ、憩いの場となるように、１⽇かけて「⼭道づくり」「景観伐採」
「樹名板設置」「⼭頂の整備」などを⾏いました。
 お昼に⼀旦学校に戻り、みんなで給⾷を⾷べました。
 次年度も引き続き取り組み、さらに整備していく予定です。
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2019/12/07
京丹波町⼈権講演会オープニ
ング発表

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイ
ト管理者

 京丹波町⼈権講演会（和知ふれあいセンター）のオープニングで⽵野⼩学校の取組「『全校のみんながわかりあえ
ること』を⼤切にした活動」を6年⽣児童が発表しました。

08:53 | 投票する | 投票数(0)

2019/12/04 ⼈権⽉間のまとめ  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 集会で⼈権⽉間のまとめをしました。各学級の⽬標に対してしっかり取り組めたことやこれからもっとがんばって
取り組みたいことなどをしっかり発表できました。⼈権⽉間で学んだことや感じたことを今後の学校⽣活に活かして
ほしいと思っています。
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2019/11/26
⼈権学習・ＰＴＡ⼈権講
演会

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管
理者

 ⼈権学習の授業参観のあと、ＰＴＡ⼈権講演会を⾏いました。⼈権講演会では、旧質美⼩学校（現質美笑楽講）で
絵本ちゃんを営まれながら、様々な活動をされている⾕⽂絵さんを講師にお招きし、「⼈とのつながりを⼤切にする
絵本のお話」という演題で講演していただきました。絵本を読み聞かせしながらの講演だったので、親だけでなく、
いっしょに参加した⼦どもたちにとっても魅⼒的な講演会となりました。
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2019/11/13 「⼈権トーク」  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 １１／６〜１２／４を「第２回⼈権⽉間」として、テーマソングを給⾷時間に流したり、⼈権標語を作成したりし
ます。
 新たな取組として、本⽇「⼈権トーク」を⾏いました。低学年は「友だちを⼤切にすること」、⾼学年は「いじめ
をなくすこと」というテーマで、活発な意⾒交流ができました。 
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2019/11/12
６年⽣ 京都タカシマヤで販
売体験

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイ
ト管理者

 地元の株式会社「京都ものがたり」と「京都タカシマヤ」の協⼒を得て、６年⽣が「京都・丹波やさいおいる」の
販売体験をしました。この「おいる」は⽵野産の野菜を使って製造されている商品です。その中のバジルの⼀部は、
学校園で栽培したものを使⽤していただいています。
 緊張しながらも積極的に商品の宣伝をしたり、試⾷をすすめたりしていました。商品を売ることのたいへんさとと
もに、売れたときの喜びも感じることができました。
 さらに、販売体験だけでなく、バックヤードを⾒学したり、社員⾷堂で昼⾷をとったりする体験もさせていただき
ました。
 ６年⽣にとっては、とても貴重な体験学習となりました。
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2019/11/07 校内持久⾛⼤会  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

 晴天のもと、校内持久⾛⼤会を⾏いました。多くの保護者や地域の⽅々の声援を受けながら、⼦どもたちは全⼒で

ゴールめざして⾛りきりました。
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