
2020/05/29 ⼦どもの交通事故防⽌推進⽇  | by ⽵野⼩学校

５⽉２９⽇（⾦）
 今年度の交通安全府⺠運動のうち、４⽉８⽇（⽔曜⽇）・５⽉１２⽇（⽕曜⽇）・９⽉１⽇（⽕曜⽇）は「⼦ど
もの交通事故防⽌推進⽇」です。
  そのうち、５⽉の推進⽇は臨時休業期間中だったため、６⽉１⽇（⽉）に延期されて実施されることとなりま
した。
 学校再開初⽇でもありますので、通学路における⼦どもの⾒守り活動の取組をよろしくお願いします。

10:00 | 投票する | 投票数(2)

2020/05/28 学校再開に向けた登校⽇（２）  | by ⽵野⼩学校

５⽉２８⽇（⽊）
 本⽇は、段階的な学校再開に向けた児童登校⽇です。
 １校時は、全学級で「新しい学校⽣活（⽵野⼩モデル）」を使って、安全に楽しく学習するための保健指導を実
施しました。
 学年に合わせた教材を準備して、最初に感染症についての正しい理解と予防の仕⽅を指導しました。次に、「ム
ンムン」「ギューギュー」「ガヤガヤ」の３つの密をなくすために、新しい学校⽣活の約束を指導しました。実際
に⼿洗いの練習もしています。
 指導に使った冊⼦は各家庭に持ち帰りますので、お家でも⼀緒に確かめていただきますようお願いします。
 また、⼿洗い場には、個⼈の⼿ふき⽤タオルを掛ける場所も作りました。

   

09:30 | 投票する | 投票数(4)

2020/05/27 学校紹介番組の撮影  | by ⽵野⼩学校

５⽉２７⽇（⽔）
 本⽇午後より、京丹波町情報センター【京丹波町企画財政課情報推進室】の⽅が来校され、３０⽇（⼟）から放
送される「⽵野⼩学校紹介番組」の撮影を⾏いました。
 町内にお住まいの⽅に、⽵野⼩学校の特⾊ある取り組みを紹介する構成となっております。お楽しみに︕

15:30 | 投票する | 投票数(3)

2020/05/27 閲覧数３０万回越え︕  | by ⽵野⼩学校

５⽉２７⽇（⽔）
 今朝、⽵野⼩学校ホームページを確認したところ、閲覧カウンターが３０万回を突破していました。
 新型コロナウイルス感染症防⽌のための臨時休業に⼊ってから、⼀気に閲覧数が増加しています。
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 ６⽉１⽇から学校再開となりますが、引き続き学校の取り組みについてお知らせしていきますので、よろしくお
願いします。

08:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/05/26 学校再開に向けた登校⽇（１）  | by ⽵野⼩学校

５⽉２６⽇（⽕）
 本⽇は、段階的な学校再開に向けた児童登校⽇でした。
 ４⽉１６⽇（⽊）から４０⽇ぶりに児童が明るく元気に登校し、学校が活気にあふれています。
 昇降⼝が密集しないように調整しながら⼿の消毒を⾏って教室に⼊りました。教室では、⼀⼈ひとり丁寧に健康
観察をして、臨時休業中の⽣活について聞き取りをしました。
 ⼀⻫下校時には、班毎の集合時刻の確認や並び⽅の指導を⾏いました。次の登校⽇は２８⽇（⽊）です。

   

10:40 | 投票する | 投票数(2)

2020/05/25 登校⽇に向けた準備  | by ⽵野⼩学校

５⽉２５⽇（⽉）
 学校再開が６⽉１⽇（⽉）に決まり、児童のリズムを確⽴するための明⽇の登校⽇に向けて、午後から教職員で
５班に分かれ、⼿分けをして消毒作業を実施しました。
 児童や教職員の⼿指がよく触れる場所を清潔に保つことが⼤切です。ドアや窓の取っ⼿、⼿すり、照明のスイッ
チなど、教室だけでなく⼿洗い場やトイレ、体育館もしっかりと消毒しました。
 本⽇より、毎⽇⼣⽅に実施します。

   

   

15:10 | 投票する | 投票数(2)

2020/05/22 学習課題などの配付  | by ⽵野⼩学校
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５⽉２２⽇（⾦）
 昨⽇１７時過ぎ、保護者の皆さまに連絡メールでお知らせしましたように、午前１０時より、職員で⼿分けをし
て各家庭の郵便受けに⽂書を投函しました。封筒には児童への課題・学級通信・保健だより・お知らせ「学校再開
について」などが⼊れてあります。
 なお、本⽇の配付の際には、来週２６⽇（⽕）と２８⽇（⽊）の登校⽇と、６⽉１⽇（⽉）からの学校再開に向
けて、児童の通学路に危険な箇所がないか点検も⾏っています。

 
 昨⽇、各家庭に電話連絡をさせていただき、児童の健康観察並びに学習の進み具合の確認などを⾏いました。
 児童は⼤きな体調不良もなく、元気に過ごしています。引き続き、健康に気をつけて過ごしてください。

10:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/05/21 ベランダのヒョウタン  | by ⽵野⼩学校

５⽉２１⽇（⽊）
 ４年⽣の理科学習単元『季節と⽣き物（１）』「春の⽣き物」のなかで、植物を育てて季節とともに成⻑の様⼦
を観察する学習があります。
 担任が休業期間中にヘチマやヒョウタンの種をまき、せっせと⽔やりをしてここまで成⻑してます。

09:25 | 投票する | 投票数(1)

2020/05/20 ガンバレ!京丹波っ⼦まなびあいチャンネル２  | by ⽵野⼩学校

５⽉２０⽇（⽔）
 京丹波町情報センターからの情報です。
 ５⽉２３⽇（⼟）より１週間、「がんばれ︕京丹波っ⼦まなびあいチャンネル」の番組放送が始まります。⼩学校
１年⽣を対象にした「家庭学習⽀援番組（算数）」です。
 内容は、①姿勢の復習、②算数あそび、③数字の歌などで、毎⽇の放送時間帯は、【午前１１時〜 、 午後２時
〜 、 午後６時３０分〜】の３回です。

 なお、事情によりご試聴いただけない場合は学校へお知らせください。ＤＶＤ等での対応をさせていただきます。

12:00 | 投票する | 投票数(0)

2020/05/20 ５年教室のメダカ  | by ⽵野⼩学校
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５⽉２０⽇（⽔）
 ５年⽣の理科学習単元『受けつがれる⽣命（３）』「メダカのたんじょう」の学習に向けて、教室でメダカを飼
育しています。
 雌雄の違いや受精卵の様⼦を観察することで、発⽣の条件や過程をとらえるとともに、観察や実験の技能を⾝に
つける学習です。
 担任が定期的にエサやりや⽔槽の掃除をして学校再開を待っています。

10:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/05/20 在宅分散勤務解除  | by ⽵野⼩学校

５⽉２０⽇（⽔）
 職員室の密集を低減するとともに学校教育を停滞させない体制の構築のため、４⽉２１⽇（⽕）より在宅分散勤
務を実施してきましたが、学校再開⽇が決定したことにより解除となりました。
 しかし、ウイルス⾶沫の感染予防は継続して取り組まなければなりません。
 そこで、職員室の配置変更ができないことから、対⾯となっている場所にはビニールシートを、横についても間
仕切りを、全て⼿作りで設置して執務にあたっています。

   

09:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/05/19 まなびあいチャンネルについて  | by ⽵野⼩学校

５⽉１９⽇（⽕）
 ５⽉１６⽇（⼟）より、京丹波町ケーブルテレビで放送されている家庭学習⽀援番組、「ガンバレ︕⼩学１年⽣ 
まなびあいチャンネル」についてのお知らせです。
 先⽇、⽵野⼩学校ホームページにおいて、京丹波ネットTV（ＹｏｕＴｕｂｅ）で視聴できる旨の紹介をしたと
ころですが、現在、京丹波町の都合により視聴できなくなっています。
 ⼤変申し訳ありませんが、家庭学習⽀援番組（１年⽣）の視聴を希望されるご家庭がありましたら、学校へお知
らせください。ＤＶＤ等での対応をさせていただきます。

 本⽇より、「算数」の番組制作を開始しました。週末の５⽉２３⽇（⼟）から放送される予定です。お楽しみに
お待ちください。

09:00 | 投票する | 投票数(0)

http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jolwyyqs2-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%88%86%E6%95%A3%E5%8B%A4%E5%8B%99%E8%A7%A3%E9%99%A4%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jolwyyqs2-183#_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=jolwyyqs2-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%88%86%E6%95%A3%E5%8B%A4%E5%8B%99%E8%A7%A3%E9%99%A4%27),%20%27_blank%27);
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jon5te9g3-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%B3%E3%81%82%E3%81%84%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jon5te9g3-183#_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=jon5te9g3-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%B3%E3%81%82%E3%81%84%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27),%20%27_blank%27);


2020/05/18 学校再開に向けた登校⽇について  | by ⽵野⼩学校

５月１８日（月）
　本日、京丹波町全ての小学校・中学校・幼稚園について学校（園）再開に向けた登校日を設け、幼児、児
童、生徒の健康観察や学習状況の確認、学校（園）再開に向けての指導を行うことが決まりましたのでお知
らせします。
（通常登校、午前中２時間程度）
　小学校の登校日　５月２６日（火）、２８日（木）
　　※毎日の検温、健康観察、登校時からのマスクの着用をお願いします。

　なお、学校（園）再開日は、令和２年６月１日（月）です。
６月１日（月）～３日（水）は、午前中４時間授業で給食後に下校します。
６月４日（木）から通常授業となります。

　また、夏季休業期間については、次の通りとなります。
　小中学校の夏季休業期間　令和２年８月１日（土）～８月１７日（月）
　　○第１学期終業式　令和２年７月３１日（金）
　　○第２学期始業式　令和２年８月１８日（火）

　詳細につきましては、「連絡メール」並びに今週末の配付物でお知らせいたしますのでよろしくお願いし
ます。

17:00 | 投票する | 投票数(3)

2020/05/18 まなびあいチャンネル（ＹｏｕＴｕｂｅ）  | by ⽵野⼩学校

５⽉１８⽇（⽉）
 京丹波町ケーブルテレビ放送の家庭学習⽀援番組、「ガンバレ︕⼩学１年⽣ まなびあいチャンネル」は、５⽉
１５⽇（⾦）に京丹波町ホームページ・京丹波ネットTV（ＹｏｕＴｕｂｅ）へのアップロードが完了しました。
 京丹波町のホームページ または 京丹波ネットＴＶ から視聴することができます。

京丹波町ネット
TV

09:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/05/15 学習課題などの配付  | by ⽵野⼩学校

５⽉１５⽇（⾦）
 午前１０時より、職員で⼿分けをして各家庭の郵便受けに⽂書を投函しました。封筒には児童への課題・学級通
信・保健だより・学校だよりなどが⼊れてあります。

 

 各家の⽞関先には、先週中に各児童が取り組んだ学習課題が封筒に⼊れて置いてあり
ました。
 持ち帰って丸つけや添削、励ましのコメント記⼊に取りかかっています。
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 昨⽇、各家庭に電話連絡をさせていただき、児童の健康観察並びに学習の進み具合の確認などを⾏いました。
 児童は⼤きな体調不良もなく、元気に過ごしています。引き続き、健康に気をつけて過ごしてください。

11:00 | 投票する | 投票数(1)

2020/05/14
５⽉１５⽇（⾦）の課題配付・回収のお知ら
せ

 | by ⽵野⼩学
校

５⽉１４⽇（⽊）
 本⽇、午前１０時より在宅分散勤務体制で出勤している担任が分担して各家庭に電話連絡をさせていただき、児童
の健康観察並びに学習の進み具合の確認などを⾏いました。
 明日（５月１５日）、各学年の課題【５日分】を配付するため、午前１０時から午前１１時の間に各家庭を訪問させていただきま
す。
　今回も接触を避けるために課題は郵便受けに投函させていただきますので、玄関外側のわかりやすい場所に出しておいてい
ただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

 

10:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/05/14 がんばれ︕京丹波っ⼦まなびあいチャンネル  | by ⽵野⼩学校

５⽉１４⽇（⽊）
 京丹波町情報センターからの情報です。
 ５⽉１６⽇（⼟）より１週間、「がんばれ︕京丹波っ⼦まなびあいチャンネル」の番組放送が始まります。⼩学校
１年⽣を対象にした「家庭学習⽀援番組（国語）」です。
 内容は、イスに座るときの姿勢や鉛筆の持ち⽅、なぞり⽅などで、毎⽇の放送時間帯は、【午前１１時〜 、 午
後２時〜 、 午後６時３０分〜】の３回です。
 ５⽉２３⽇（⼟）からは、「算数」が放送される予定です。

09:40 | 投票する | 投票数(1)

2020/05/13 在宅勤務で製作  | by ⽵野⼩学校

５⽉１３⽇（⽔）
 職員室の密集を低減し、学校教育を停滞させない体制の構築のため、教職員の交代制による計画的な在宅分散勤務
を実施しています。その中で、本校の養護教諭の取り組みについて紹介します。
 学校再開後の健康診断の際に学校医に使っていただくため、学校や家庭にある材料を有効活⽤して、「フェイスガ
ード」と「防護服」製作しました。
 フェイスガードには校医名を⼊れたり、袖⼝には⼿袋を貼り付けたりするなど、⼯夫が凝らされています。
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13:30 | 投票する | 投票数(2)

2020/05/13 ⽣活科学習に向けて  | by ⽵野⼩学校

５⽉１３⽇（⽔）
 １年⽣と２年⽣の⽣活科学習「げんきに そだて わたしの はな」では、植物を育てる活動をとおして変化の様
⼦に関⼼をもち、親しみをもって⼤切にすることを⽬標にしています。
 臨時休業中のため、学校では担任が種まきを⾏って毎⽇⽔やりなどの世話をしています。また、学校園では、サツ
マイモの苗を植えました。

 

11:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/05/12 ジャガイモの様⼦  | by ⽵野⼩学校

５⽉１２⽇（⽕）
 ４⽉１０⽇（⾦）に６年⽣が植えたジャガイモは、担任がゴールデンウィークあけの⽔やりの際に芽が出ているこ
とを⾒つけました。
 明るいニュースを６年⽣に知らせるため、８⽇（⾦）の学年通信「Yell︕」で紹介されています。学校再開後は、
６年⽣が⽔やりなどの世話を担う予定です。

11:15 | 投票する | 投票数(0)

2020/05/11 児童向け学習教材の紹介  | by ⽵野⼩学校
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 新型コロナウイルス感染症防⽌対策に係る⻑期休業中の児童の学びを保障するため、京都府教育委員会では、「京
都府教育委員会からの挑戦状」と題して、課題解決学習を含む教材をホームページに公開されました。
 学校から配付しました家庭学習プリントに加えて、有効にご活⽤ください。

きょうとふきょういくいいんかい       ちょうせんじょう

京都府教育委員会からの挑戦状

16:00 | 投票する | 投票数(0)

2020/05/08 学習課題などの配付  | by ⽵野⼩学校

５⽉８⽇（⾦）
 午前１０時より、分散勤務職員で⼿分けをして各家庭の郵便受けに⽂書を投函しました。封筒には児童への課
題・学級通信・保健だよりなどを⼊れております。
 なお、低学年児童には、アサガオまたはミニトマトの栽培セットお届けしています。

 昨⽇、各家庭に電話連絡をさせていただき、児童の健康観察並びに学習の進み具合の確認などを⾏いました。
 児童は⼤きな体調不良もなく、元気に過ごしています。引き続き、健康に気をつけて過ごしてください。

   

10:30 | 投票する | 投票数(2)

2020/05/07 太⽥町⻑からのメッセージ  | by ⽵野⼩学校

５⽉７⽇（⽊）
 京丹波町のホームページに【緊急情報】として、太⽥ 昇 京丹波町⻑から町⺠の皆さまに向けてメー－セージが掲
載されました。
 動画もありますので紹介させていただきます。

新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌へ向けて
〜太⽥町⻑から町⺠の皆さまへ〜（令和２年５⽉５⽇）

17:15 | 投票する | 投票数(0)

2020/05/07
５⽉８⽇（⾦）の課題配付・回収等のお知ら
せ

 | by ⽵野⼩学
校

５月７日（木）
　明日（５月８日）、各学年の課題【５日分】を配付するため、午前１０時から午前１１時の間に各家庭を訪問させていただきま
す。

　なお、接触を避けるために課題は郵便受けに投函させていただきますが、その際に次の２点も回収させていただきます。
　①全回配付していた課題、②PTA総会の書面審議・委任状（未提出の方のみ）

※玄関外側のわかりやすい場所に出しておいていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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2020/05/01 資源回収の中⽌について  | by ⽵野⼩学校

５月１日（金）
　町内小中学校、幼稚園の臨時休業延長に伴い、５月２３日(土)に予定していた「第１回資源回収」は、休業期間中となったた
め「中止」とさせていただきます。

　地域の皆様に向けては、告知放送及び５月１５日の区配送で配付させていただきます。ご理解いただきますようお願いいたし
ます。

16:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/04/30
「⼦どもたち」「お⼦様と暮らしている皆様」
へお知らせ

 | by ⽵野⼩
学校

４⽉３０⽇（⽊）
 新型コロナウイルス感染症拡⼤により、健康⾯や学習⾯など様々な⼼配が続きます。
 臨時休業期間が延⻑される中、保護者の皆さんや⼦どもたちもイライラや不安が募り、気持ちが滅⼊ってしまうこ
とがあるのではないでしょうか。
 公益財団法⼈ ⽇本⼩児科学会のホームページには、⼦どもたちや保護者向けに、⽇本⼦ども虐待防⽌学会・⽇本
⼦ども虐待医学会と共同で作成されたメッセージが情報提供されています。ぜひご参照ください。

『がんばっているみんなへ ⼤切なおねがい』

『お⼦様と暮らしている皆様へ』

15:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/04/28 臨時休業期間の延期について  | by ⽵野⼩学校

４⽉２８⽇（⽕）
 本⽇、京都府教育委員会が１８時に府⽴学校の臨時休業の延⻑について記者発表されたことを受け、京丹波町に
おいても新型コロナウイルス感染症予防及び拡⼤防⽌のための臨時休業期間が次のように延期されました。

町内全ての小学校、中学校及び幼稚園の臨時休業期間を延長し、令和２年５月３１日（日）までとし
ます。
※終期については、地域の感染状況を踏まえ、短縮又は延長することがあります。

※５⽉７⽇（⽊）以降の家庭学習等については、改めて「ホームページ」や「連絡メール」等で連絡させていただ
きます。
※引き続き、ご理解とご協⼒をいただきますようよろしくお願いします。

18:05 | 投票する | 投票数(0)

2020/04/27 臨時休業・第１５⽇⽬  | by ⽵野⼩学校

４⽉２７⽇（⽉）
 新型コロナウイルス感染症予防及び拡⼤防⽌のための臨時休業・第１５⽇⽬です。
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 本⽇も先週の⽉曜⽇と同じように、午前１０時より在宅分散勤務体制で出勤している担任が分担して各家庭に電話
連絡をさせていただき、児童の健康観察並びに学習の進み具合の確認などを⾏いました。
 児童は⼤きな体調不良もなく、元気に過ごしています。
 引き続き、健康に気をつけて過ごしてください。

 

14:00 | 投票する | 投票数(0)

2020/04/24 学習⽀援システム研修  | by ⽵野⼩学校

４⽉２４⽇（⾦）
 新型コロナウイルス感染症予防及び拡⼤防⽌のための臨時休業・第１２⽇⽬です。
 ラインズ（株）⼤阪⽀店より２名の講師に来ていただき、学習⽀援システム『ｅラインズアドバンス』の研修を
⾏いました。
 このソフトウエアは、⼩学校１年⽣から中学校３年⽣までの５教科と中学校実技教科の学習⽀援ソフトです。児
童の学習意欲を⾼め、理解を助ける教材が揃っています。
 各担任が、それぞれの学年のドリル問題や提⽰教材などを児童の⽴場で取り組み、その後、授業改善に役⽴てる
ための協議を⾏いました。

 

11:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/04/23 ⽂書配付の実施  | by ⽵野⼩学校

４⽉２３⽇（⽊）
 新型コロナウイルス感染症予防及び拡⼤防⽌のための臨時休業・第１１⽇⽬です。
 学校登校⽇を中⽌しましたので、学校からのお知らせメールを発信後に、各家庭の郵便受けに⽂書を投函しまし
た。
 児童への課題・保健だより・ＰＴＡ総会資料などを封筒に⼊れております。
 引き続き、健康に気をつけて過ごしてください。
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2020/04/22
「⼦供の学び応援サイト」
紹介

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト
管理者

４⽉２２⽇（⽔）
 新型コロナウイルス感染症予防及び拡⼤防⽌のための臨時休業・第１０⽇⽬です。
 ⽂部科学省のホームページに、下記のような学習⽀援サイトがあります。各教科など、様々な学習⽀援サイトが
紹介されています。４⽉１６⽇に学校から配付しました家庭学習プリントに加えて、有効にご活⽤ください。
 ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

⽂部科学省【⼦供の学び応援サイト】
〜臨時休業期間における学習⽀援コンテンツポータルサイト〜

14:20 | 投票する | 投票数(0)

2020/04/20 臨時休業・第８⽇⽬  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

４⽉２０⽇（⽉）
 新型コロナウイルス感染症予防及び拡⼤防⽌のための臨時休業・第８⽇⽬です。
 先週の⽉曜⽇と同じように、午前１０時より担任が分担して各家庭に電話連絡をさせていただき、児童の健康観察
並びに学習の進み具合の確認、今週２３⽇（⽊）の登校⽇は中⽌になったことの再確認を⾏いました。
 児童は⼤きな体調不良もなく、元気に過ごしています。
 引き続き、健康に気をつけて過ごしてください。

 また、職員室の密集を低減し、学校教育を停滞させない体制の構築のため、２１⽇（⽕）より交代制による計画的
な在宅分散勤務を開始します。

  

10:20 | 投票する | 投票数(1)

2020/04/17 臨時休業期間の延⻑  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

４⽉１７⽇（⾦）
 本⽇、京都府が「特定警戒都道府県」と位置付けられたことから、新型コロナウイルス感染症予防及び拡⼤防⽌の
ための臨時休業期間が次のように延期されました。
 変更前 ４⽉１３⽇（⽉）から４⽉２６⽇（⽇）まで
 ↓
 変更後 ４⽉１３⽇（⽉）から５⽉６⽇（⽔）まで

 また、４⽉２３⽇（⽊）の登校⽇は感染拡⼤防⽌のため中⽌します。

 休業期間が延⻑されたことに伴い、４⽉２７⽇（⽉）、２８⽇（⽕）に計画していた「家庭訪問」を延期します。
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※４⽉２３⽇（⽊）以降の家庭学習等については、改めて「ホームページ」や「連絡メール」等で連絡させていただ
きます。
※引き続き、ご理解とご協⼒をいただきますようよろしくお願いします。

16:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/04/16
お誕⽣⽇掲⽰コーナ
ー

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理
者

４⽉１６⽇（⽊）
 新型コロナウイルス感染症予防及び拡⼤防⽌のための臨時休業・第４⽇⽬です。
 本⽇は、児童の健康観察と家庭学習状況の確認のための登校⽇です。
 元気に登校してきた児童は、先週にはなかった給⾷配膳室前の「お誕⽣⽇掲⽰」を⾒つけ、早速⾃分の誕⽣⽇が書
かれている⽇を探し出していました。

  

08:44 | 投票する | 投票数(2)

2020/04/13 臨時休業・第１⽇⽬  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

４⽉１３⽇（⽉）
 本⽇より４⽉２６⽇（⽇）までの２週間、京丹波町の全⼩中学校で臨時休業を実施します。
 新型コロナウイルス感染症予防及び拡⼤防⽌のための臨時休業・第１⽇⽬です。
 初⽇の今⽇、午前１０時より担任が分担して各家庭に電話連絡をさせていただき、児童の健康観察並びに学習の進
み具合の確認を⾏いました。
 児童は⼤きな体調不良もなく、元気に過ごしています。

 引き続き、健康に気をつけて過ごしてください。

11:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/04/09 令和２年度 ⼊学式  | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管理者

４⽉９⽇（⽊）
 穏やかな春の⽇ざしを浴びながら、校庭の桜が満開を迎えた本⽇、保護者の⽅をはじめ、来賓の⽅に⾒守られなが
ら、６名の新⼊⽣の⼊学式を⾏いました。
 １年⽣の呼名では、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。新⼊
⽣を含め、全校児童３３名で本年度がスタートしました。
 教職員⼀丸となって、全⼒で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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16:25 | 投票する | 投票数(3)

2020/04/08
令和２年度着任式・始業
式

 | by 京丹波町⽴⽵野⼩学校サイト管
理者

４⽉８⽇（⽔）
 本⽇、新たに５名の先⽣を迎える着任式を⾏いました。
 着任式後に始業式を⾏いました。学校⻑からは、⾃分の⽬標をもって１年間を過ごすことと、⽵野⼩学校のめざす
児童像「かしこく、やさしく、たくましい、若⽵っ⼦」についての話がありました。
 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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