
2020/11/12 図画⼯作３年⽣  | by ⽵野⼩学校

１１月１１日（水）
　３年生の図画工作「ペタパタひらくと」の単元の様子です。
　ダンボール箱を開いて、思いのままに模様をつけて組み立てたとき、どんな世界になるかを感じたり言葉に表したりします。
　下の写真は、ペアで思い思いに彩色しているところです。どんな作品ができあがるか、とても楽しみです。
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2020/11/11 ⼈権の花（球根）植え  | by ⽵野⼩学校

１１月１１日（水）
　１年生児童が人権の花「スイセン」の球根植えをしました
　今年は、新型コロナウイルス感染症予防のため、人権擁護委員さんの訪問は中止されたため、人権月間の取組として６名の児
童が心を込めて丁寧に球根を植えました。
　たっぷりと水をやって本日作業は終了です。きれいな花が咲くのを楽しみにして世話をしていきます。
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2020/11/09 ⼊学説明会（蒲⽣野中学校）  | by ⽵野⼩学校

１１月９日（月）
　６年生の児童は、５校時終了時刻から蒲生野中学校に移動して次年度の入学に関する説明を受けました。
　新型コロナウイルス感染症防止対策として、下山小学校との２校を対象に実施され、教育目標や学校行事、学習を中心とした
日常の生活について、担当教諭や生徒会の本部役員から説明があり、真剣な表情で聞いていました。
　概要説明の後は竹野小先輩の案内でクラブ活動も見学させていただき、自分の入りたいクラブを考えていました。
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2020/11/09 秋季⽕災予防運動  | by ⽵野⼩学校
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１１月９日（月）
　本日より１５日（日）まで、秋季火災予防運動週間です。
　防災標語「その火を、防ぐあなたに　金メダル」
　各学級では、発達段階に合わせて火災予防や火の取り扱いについての指導を行います。

08:10 | 投票する | 投票数(0)

2020/11/05 持久⾛記録会  | by ⽵野⼩学校

１１月５日（木）
　体育の時間を使って、校内持久走記録会を行いました。
　朝から好天になり気温も上がり始めた２時間目には高学年、中間休み後の３時間目は低学年、４時間目は中学年が、体育の
時間にペースを守って走る練習をしてきたことや、京都トレーニングセンターの指導員さんに教わったことを発揮する記録会で
す。
　ねらいは、「持久力の向上を図る」ことと、「目標に向かい最後まで走り切ろうとする粘り強い心を養う」ことです。
　みんな力いっぱい走りきりました。新記録をだした児童もあったようです。
【高学年】

　
【低学年】

　
【中学年】
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2020/11/04 ⼈権⽉間の取組  | by ⽵野⼩学校

１１月４日（水）
　本日より１２月２日（水）まで、竹野小学校では人権月間の取組をします。
　○ねらい
　・人権の意味を知り、自他の人権を尊重する態度を育てる。
　・自分たちの身のまわりの問題を、みんなで解決していこうとする実践的態度を育てる。
　○テーマ
　「やさしくて、あたたかい心を育てよう」

　人権教育主任から、テーマや期間中の取り組みについて説明をした後、６年生児童が学校生活で見直しをしていく事柄を短
冊に書き、全校生に向けて提案をしました。
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2020/11/02 林業についての学習（５年）  | by ⽵野⼩学校

１１月２日（月）
　５年生は、総合的な学習の時間に学習している林業について詳しく学ぶため、京都府立林業大学校の　塚本隆保　教授にお
越しいただき、森林の働きや林業の内容について教えていただきました。
　今月２５日（水）には、林業大学校が実施される「森林公共政策実習」に参加させていただき、登山道の整備や樹木の銘板の
補修作業を体験する予定です。
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2020/11/02 PTA資源回収  | by ⽵野⼩学校

１０月３１日（土）
　PTA事業として５月に計画されていた第１回資源回収は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とされましたが、第
２回はしっかり感染対策をして実施されました。
　午前７時過ぎより、各地域で決められた集積場所から新聞紙等をPTA会員さんや地域の方が学校前の駐車場に搬入され、
回収トラックに手際よく積み込まれていきました。
　収益は、PTA事業資金として有効活用されます。
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2020/10/30 授業参観を実施  | by ⽵野⼩学校

１０月３０日（金）
　今年初めての「教科学習授業参観」を行いました。
　新型コロナウイルス感染症防止のため学習発表会を中止しておりますので、本日の授業公開には全学級で児童の学習成果
を発表する機会を組み入れ、子ども達の成長した姿を間近に見ていただきました。
　２校時から保護者や家族の方、学校評価委員さんなど多数の方に来校いただきましたので、最初は緊張気味でしたが、すぐ
にいつもの姿で意欲的に発言や発表をすることができていました。
　受付では検温をしていただくとともに、参観の際には間隔をとっていただくなど、三密を回避しての参観にご協力いただき大変
ありがとうございました。
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2020/10/28 ⾳楽室での授業  | by ⽵野⼩学校

１０月２８日（水）
　秋の深まりとともに、新型コロナウイルス感染症予防のため体育館で行ってきた音楽科の授業も肌寒く感じるようになってき
ました。
　そこで、音楽室に感染症対策事業費で購入した「加湿空気清浄機」を設置し、窓を開けて換気を行うとともに、机間を十分にと
って授業を行うことに変更しました。
　今日は、低学年のピアニカ練習の様子と空気清浄機を写真で紹介します。
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2020/10/23 ⼈権教育研修会  | by ⽵野⼩学校

１０月２３日（金）
　人権教育推進計画に基づいて、教職員の人権研修会を行いました。
　今回は京丹波町教育委員会教育振興室の西田室長様を講師にお迎えし、教育とは、「子どもの人権を保障する営み」であ
り、「子どもに人権の大切さを教える営み」に集約できる。というところから講義が始まりました。
　西田室長様の豊かな教職経験に基づいたお話しは、世代交代が急速に進む学校現場において、経験豊富な先輩から若手
教職員への知識及び技術などの伝達を目的とした、今回の研修会の目的を十分に達成することができるものでした。
　来月からの人権月間の取組にも生かしていきます。

17:40 | 投票する | 投票数(0)

2020/10/21 授業研究会（第３回）  | by ⽵野⼩学校

１０月２１日（水）
　竹野小学校では、研究推進計画に基づいて第３回目の授業研究会を実施しました。
◇４年生国語
○単元名　【気持ちの変化を読み、考えたことを話し合おう】
○教材名　【ごんぎつね】
　事後研究会では、授業者の振り返りをもとに研究協議を行ったあと、南丹教育局の㮈本指導主事や、京丹波町教育委員会
の田端指導主事から、授業の基本となる教材研究の重要性とその手法や、学習環境の整備について具体的に指導・助言をい
ただきました。

http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jo2cm5xod-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%8E%88%E6%A5%AD%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jo2cm5xod-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=jo2cm5xod-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%8E%88%E6%A5%AD%27),%20%27_blank%27);
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joap668yl-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joap668yl-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=joap668yl-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%27),%20%27_blank%27);
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joz0twty6-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E6%8E%88%E6%A5%AD%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%EF%BC%88%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%EF%BC%89%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joz0twty6-183#_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=joz0twty6-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E6%8E%88%E6%A5%AD%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%EF%BC%88%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E%EF%BC%89%27),%20%27_blank%27);


 

17:50 | 投票する | 投票数(0)

2020/10/21 児童委員会の活動（再開）  | by ⽵野⼩学校

１０月２１日（水）
　新型コロナウイルス感染症対策として、実施を見合わせていた児童委員会による放送活動を、１０月１９日（月）より再開しま
した。
　これは、９月２３日（水）に京都府の新型コロナウイルス感染症警戒レベルが最低基準の「注意喚起基準」に下がったことや、
６年生の修学旅行が終わったことにより、再開することにしました。なお、窓やドアを開放し、入室は２名まで、マイクに触らない
などの注意を守って行うとともに、感染症予防の呼びかけも入れるように指導しています。
　◇朝の放送（図書広報委員会）
　◇昼の放送（健康委員会）
　◇下校放送（本部委員会）
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2020/10/20 朝霧の中を  | by ⽵野⼩学校

１０月２０日（火）
　朝夕の気温がぐっと下がり、丹波地域特有の朝霧が竹野の里を包みこんでいます。
　そんな中、児童は元気に登校し、互いに気持ちのよいあいさつを交わしています。
　最近、近隣や他県においてクマの目撃情報などが報告されています。安全な登下校を確保するため、PTAの登下校見守りを
実施していただいておりま す。学校においても、安全旗の携行や黄色帽子の着用だけでなく、予防鈴の装着についても指導し
ております。

08:20 | 投票する | 投票数(0)

2020/10/19 ６年⽣総合的な学習の時間  | by ⽵野⼩学校

１０月１９日（月）
　６年生は、「修学旅行報告会」にむけて、総合的な学習の時間にプレゼンテーションソフトを使ってスライド作りに取り組んでい
ます。
　修学旅行を通して学んだことを、分かりやすく伝えるために表現の仕方を工夫したり、写真を効果的に用いたりしながら、思い
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出の場面を構成している時には楽しく会話しつつ完成に向けて進めているところです。

 

13:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/10/16 ⽣活科の学習で  | by ⽵野⼩学校

１０月１２日（月）
　１年生と２年生は、生活科「あそびばに　でかけよう」と「あきと　なかよし」の単元で、校外学習として京都府立丹波自然運動
公園に行きました。
　学校前のバス停から町営バスに乗り、自然運動公園の森の広場をめざしました。２年生がよきリーダーとなって班のめあてに
そって活動し、秋みつけで木の実を拾ったり、アスレチックの遊具で遊んだりして大いに楽しんできました。
（活動の報告が遅くなってすみません。）

   

17:20 | 投票する | 投票数(3)

2020/10/12 卒業アルバム写真撮影  | by ⽵野⼩学校

１０月１２日（月）
　６年生の卒業にむけて、アルバム写真撮影を行いました。
　朝、横山ＰＴＡ会長さんにお越しいただき、教職員も入って集合写真を撮りました。
　そのあと、１校時までの時間を使って、児童会の各委員会やクラブの写真など、４年生や５年生も入って記念の写真を撮りま
した。

09:40 | 投票する | 投票数(1)

2020/10/09 修学旅⾏第２⽇  | by ⽵野⼩学校

１０月９日（金）
　三重県に波浪警報が発表されていたため、残念ながら朝の散歩や日の出を見ることはできませんでした。また、風雨が強か
ったため、伊勢神宮（内宮）の見学も中止しました。
　そこで予定を繰り上げ、志摩スペイン村へ直行しました。たくさんの入館者がある中で、１番に入場できたのは思い出に残り
ます。買い物やアトラクションなど４人でまとまって行動し、初日同様たくさんの思い出ができました。
　おうちの方のお迎えにより、全員元気に帰宅しました。楽しかった二日間をたっぷり話していることでしょう。活動のまとめは来
週おこないます。

 
    【松阪屋吸霞園】       【パルケエスパーニャ】
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17:15 | 投票する | 投票数(1)

2020/10/08 修学旅⾏第１⽇  | by ⽵野⼩学校

１０月８日（木）
　実施時期を１学期から延期していた６年生の修学旅行第１日です。台風１４号の影響により、朝から雨模様でしたが４名が元
気に学校を出発しました。
　最初の見学先は真珠島です。海女さんの実演や博物館の見学等をした後、鳥羽水族館に移動しました。エイに触れたりアシ
カショーで大いに盛り上がったり、閉館時刻までたっぷり堪能しました。

 
    【真珠資料館】          【⿃⽻⽔族館】

15:45 | 投票する | 投票数(1)

2020/10/07 修学旅⾏に向けて  | by ⽵野⼩学校

１０月７日（水）
　明日から一泊二日の修学旅行に向けて、６年生は教室で『出発式』をしました。
　児童代表のあいさつや共通の“めあて”、個人の目標などを確認したあと、担任からの諸注意を、にこにこ顔で聞いていまし
た。文字どおり「待ちに待った修学旅行」です。

　気象予報によると、台風１４号が接近しています。警報等が発表された場合は、原則として次のとおり対応することとし、事前
に保護者に連絡いたします。

　○８日（木）：出発時、京丹波町に警報等が出ていた場合　→　修学旅行を中止
　○９日（金）：三重県に警報等が出された場合
　　・暴風警報　→　野外での活動を中止
　　・波浪警報　→　海に近づくような活動を中止
　　・大雨警報、洪水警報　→　河川に近づくような活動を中止

 ※現地の状況把握と利⽤施設の安全確認を⾏い、活動の中⽌や変更など、適切な判断を⾏います。

14:30 | 投票する | 投票数(3)

2020/10/07 競技能⼒等向上サポート事業  | by ⽵野⼩学校

１０月７日（水）
　京丹波町のサポート事業を活用し、町内の各小中学校が実施する各種競技能力の向上と、小中学生の体力維持増進を図る
ために、京都トレーニングセンターの指導員による専門的なトレーニング指導に取り組み始めました。
　今日は、低学年と中学年の体育授業に合わせて、大狩指導員さんに来ていただき、体ほぐしや正しい走り方の指導などをし
ていただきました。
　全ての学年で、今学期中に３回の指導を計画しています。

　
　　　　【低学年体育】　　　　　　　　　　【中学年体育】
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10:50 | 投票する | 投票数(1)

2020/10/05 「ふんでクリーン」の寄贈  | by ⽵野⼩学校

１０月２日（金）
　綾部市で、ねじや精密金型を製造されている「東陽精工株式会社」様より、消毒用アルコール噴霧器【商品名：ふんでクリー
ン】の寄贈を受けました。
　校区内にお住まいの　野田典志　様がお勤めの東陽精工株式会社は、９月に綾部市の全小学校に「ふんでくりーん」を寄贈
されています。
　今回、樋口正人　代表取締役社長様のご厚意により、竹野小学校にも寄贈していただけることになりました。児童のみなら
ず、来校いただいた皆様も消毒時にポンプ部分に接触しなくてもすむことから、玄関に設置して大切に使用させていただきま
す。本当にありがとうございました。
　※東陽精工株式会社　様のホームページは　こちら　から。

　 　

10:00 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/29 避難訓練（地震想定）  | by ⽵野⼩学校

９月２９日（火）
　今年度２回目の避難訓練を実施しました。
　今回は授業時間中の地震発生を想定し、安全姿勢の行動と避難場所までの避難経路についての理解をねらいにして行いま
した。児童は、合い言葉の「お・は・し・も」を守って、真剣な表情で訓練行動がとれていました。
【お：おさない　　は：はしらない　　し：しゃべらない　　も：もどらない】　

16:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/29 体育館での⾳楽授業  | by ⽵野⼩学校

９月２９日（火）
　高学年の音楽授業は、音楽専科の服部先生が指導しています。
　さわやかな秋の気配が感じられる今日の１時間目は、フォスター作曲の「静かにねむれ」を歌っていました。
　体育館で行う音楽授業のために、新型コロナウイルス感染症対応予算を使って長机を購入しました。伸びやかな歌声が体育
館に響いています。
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09:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/28 校舎に虹の橋  | by ⽵野⼩学校

９月２８日（月）
　朝の校門前あいさつ声かけに立っていたときのことです。
　キツネのよめいりで小雨が降った直後に日が差し、２～３分だけでしたが、きれいな虹が校舎に架かるように出現しました。
　登校中の子ども達も見ていたようで、「きれいやったね。」と言って昇降口に入っていきました。今週もさわやかな気持ちでスタ
ートです。

08:20 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/25 授業研究会（第２回）  | by ⽵野⼩学校

９月２５日（金）
　竹野小学校では、研究推進計画に基づいて第２回目の授業研究会を実施しました。
◇１年生国語
○単元名　【つづけよう❷】
○教材名　【たのしいな、ことばあそび】
　事後研究会では、授業者の振り返りをもとに研究協議を行ったあと、南丹教育局の中田指導主事や、京丹波町教育委員会
の平田指導主事、田端指導主事から、本校の研究主題に迫っていく授業改善の具体的な手法と、６年間の系統性を明らかに
した学び合う姿について指導・助言をいただきました。
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2020/09/25 ⾒守り活動（社会教育委員さん）  | by ⽵野⼩学校

９月２５日（金）
　京丹波町社会教育委員さんによる、学校見守り活動についての紹介です。
　登校時間帯に強い雨が降りしきる中、児童・生徒の安心・安全活動を推進するため、登校見守りをしていただきました。
　今朝は、中野委員さん、太田委員さんが校門で児童に「おはよう。」の声かけをしてくださいました。しっかりあいさつができて
いると誉めていただきました。
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09:20 | 投票する | 投票数(0)

2020/09/19 ⼒いっぱい取り組めたスポーツフェスタ  | by ⽵野⼩学校

９月１９日（土）
　天候に恵まれ、授業参観を兼ねた学校行事として「ポーツフェスタ」が開催できました。
　低学年・中学年・高学年別の徒競走や障害物走、学習発表とリレーをおこなう中で、おうちの方や地域の方の応援を受けて、
どの児童も笑顔でのびのびと走ったり投げたりしていました。
　ＰＴＡの本部役員さんには、朝から受け付け業務をお世話になりありがとうございました。
　事前登録者数を越える、８１名の参観者がありました。

   

11:40 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/18 秋の交通安全運動  | by ⽵野⼩学校

９月１８日（金）
　秋の交通安全運動が始まります。
　　期間：９月２１日（月・祝）～９月３０日（水）
　　スローガン：「夕暮れに　マナーが光る　京の秋」

　※登下校の時だけでなく、いつも安全に気をつけて生活しましょう！

　◎内閣府のホームページは　こちら　から。
　◎京都府のホームページは　こちら　から。

13:20 | 投票する | 投票数(0)

2020/09/18 ＰＴＡ登校指導  | by ⽵野⼩学校

９月１８日（金）
　竹野小学校ＰＴＡでは、今年度の重点取組として健全で安全な生活を送ることとあいさつ運動の推進を掲げ、毎月１８日頃を
登校指導日に設定され取組を続けていただいています。
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　今朝も、登校班についていただき、学校まで見守り活動をしていただきました。子ども達も笑顔で登校です。

　 　

08:15 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/16 グラウンドの⽯拾い  | by ⽵野⼩学校

９月１５日（火）
　お昼の清掃の時間に全校児童でグラウンドの石拾いをしました。
　土曜日のスポーツフェスタに向けた取組ではありますが、休み時間などで遊ぶことも多いことから、安全教育の一環でもあり
ます。
　拾った小石を学年ごとのバケツに入れていきます。掃除時間の終わりには、重くて運びにくいほどになりました。

 

09:10 | 投票する | 投票数(0)

2020/09/15 スポーツフェスタに向けた全校練習  | by ⽵野⼩学校

９月１５日（火）
　２校時を全校体育に設定し、週末１９日（土）に予定している「スポーツフェスタ」の開会式などの練習を行いました。
　児童テントから出入りをする時の動きを実際に行ったり、児童代表のあいさつや宣誓の練習をしたりしました。各学年では、体
育の時間に短距離走などの種目練習が行われ、休み時間にはチームに分かれてリレーの練習など、作戦を話し合いながら取
り組んでいます。

11:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/14 籾すり⾒学  | by ⽵野⼩学校

９月１４日（月）
　先週の火曜日に１年生と２年生が稲刈り体験をさせていただいた山田さんから連絡があり、「刈り取った稲の『籾すり』をする
ので見学に来てください。」とのことでした。
　本日５時間目の生活科学習で、乾燥された籾を玄米にする作業を見せていただきました。体験活動のお礼として、全員で書
き綴ったお礼の手紙をお渡ししました。とても喜んでいただけました。
　山田さん、ありがとうございました。
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14:00 | 投票する | 投票数(2)

2020/09/09 新型コロナウイルス感染症予防  | by ⽵野⼩学校

９月９日（水）
　２学期の始業から間もなく１ヶ月となります。スポーツフェスタに向けた体育授業など、児童は毎日元気に学校生活を送ってい
ます。
　学校では、「新しい学校生活－竹野小モデル－」に基づいて、感染症を予防するため授業中におけるソーシャルディスタンス
（身体的距離）の確保やマスクの着用、手洗い、3密の回避などを徹底していきます。
　ご家庭におかれましても、引き続き感染防止の取組を徹底していただきますよう、よろしくお願いいたします。

08:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/08 稲刈り体験  | by ⽵野⼩学校

９月８日（火）
　１年生と２年生が、生活科の「こめづくりをたいけんしよう」学習で、稲刈り体験をさせていただきました。
　台風通過後のいい天気のもと、学校近くの下村区にお住まいの山田はじめさんの田んぼに集合です。１年生の中には初めて
体験する児童もいましたが、２年生は昨年も経験しています。山田さんの説明をしっかり聞いた後、稲刈りがまを使って一生懸
命に稲を刈り取りました。脱穀作業も見せていただきました。
　体験をさせていただき、ありがとうございました。

   

15:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/04 台⾵接近への備え  | by ⽵野⼩学校

９月４日（金）
　非常に強い台風が週末に接近すると予想されています。
　学校では、熱中症対策としてグラウンド横に設置しているテントの屋根部分を取り外すなど、校舎周りの整理を行いました。ま
た、各学年ごとに安全指導を行いました。

15:10 | 投票する | 投票数(1)
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2020/09/03 体育館での⾳楽授業  | by ⽵野⼩学校

９月３日（木）
　音楽授業についての紹介です。音楽室での授業も行いつつ、歌唱指導や管楽器を使った授業の際には、学期当初に設定し
た体育館での授業を行っています。
　適切な距離をとってマスクを外し、伸び伸びと発声したり、リコーダーなどの演奏をしたりしています。竹野っ子は歌が大好き
です。

　

11:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/02 ⼿指⽤消毒液について  | by ⽵野⼩学校

９月２日（水）
　京丹波町坂原の「京都酒造株式会社」から、京丹波町に寄付された「手指用消毒液」について、本日開かれた校園長会議
後、小中学校と幼稚園に配布されました。
　ありがとうございます。大切に使わせていただきます。

　※太田昇町長からのメッセージは　こちら　から

14:13 | 投票する | 投票数(1)

2020/09/01 登校⾒守り【南丹警察署等】  | by ⽵野⼩学校

９月１日（火）
　毎月初めは教職員による「登校見守り・あいさつ運動」を行っています。
　本日は、南丹警察署より２名のお巡りさんが来てくださり、暑い中、水戸方面から児童と一緒に歩いてくださいました。また、
教育委員会からも２名の方が児童見守りに出てくださっていました。
　本当にありがとうございました。

09:10 | 投票する | 投票数(1)
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2020/08/31 熱中症対策として  | by ⽵野⼩学校

８月３１日（月）
　体育の時間は、１９日（土）開催予定の「スポーツフェスタ」に向けて陸上運動に取り組んでいます。本日も、朝からとても蒸し
暑いため、グラウンドに常設しているテントで水分補給やミストシャワーで体温を下げるなどしながら、障害物走（５０ｍハードル
走）の練習をしています。

   

10:00 | 投票する | 投票数(1)

2020/08/28 下校時のバス利⽤が終了  | by ⽵野⼩学校

８月２８日（金）
　新型コロナウイルス感染症予防のために実施した臨時休業により、夏季休業の短縮が行われた期間につきまして、児童の
熱中症リスクを避けるためにバスによる下校を行ってきましたが、本日の下校をもちまして終了となります。
　来週からは、徒歩による登下校に戻りますが、お知らせ文『登下校時における熱中症対策について』を配付しましたように、ご
家庭で判断していただき、クールバンドや傘による熱中症予防をしていただきますよう、よろしくお願いします。

15:40 | 投票する | 投票数(1)

2020/08/26 ⽂部科学⼤⾂からのメッセージ  | by ⽵野⼩学校

８月２６日（水）
　新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて、萩生田光一文部科学大臣からメッセージが発表されまし
た。

　○文部科学省ホームページ
　
　○児童生徒等や学生の皆さんへ 
　○保護者や地域の皆様へ
 ○【参考資料】新型コロナウイルス感染症を理由とした差別や偏⾒などでつらい思いをしたら 
 ○教職員をはじめ学校関係者の皆様へ

12:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/08/25 登下校⾒守り【町社会教育委員さん】  | by ⽵野⼩学校

８月２５日（火）
　８月の京丹波町社会教育委員さんによる、学校見守り活動について紹介します。
　早朝から厳しい陽射しが照りつける中、児童・生徒の安心・安全活動を推進するため、登校見守りをしていただきました。
　今朝は、中野委員さん、太田委員さん、小森社会教育指導員さんが校門で児童に「おはよう。」の声かけをしてくださいまし
た。本当にありがとうございます。
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08:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/08/23 学校清掃作業  | by ⽵野⼩学校

８月２３日（日）
　児童が快適に２学期の学校生活が送れるよう、ＰＴＡと地域の皆様による学校清掃作業をお世話になりました。
　早朝から気温が上がり、とても蒸し暑い日となりましたが、５８名の方が学校に来てくださり、校舎周辺の草刈り作業や剪定、
グラウンドの草引きなどの作業を、熱中症に気をつけ休憩や水分補給をしながらしてくださいました。とてもきれいになり、感謝
しております。
　今年は新型コロナウイルス感染症予防のため、運動会の開催を見送ることとさせていただきました。申し訳ありませんが、地
域の皆様におかれましてはご理解をお願いいたします。
　一方、児童は３密を避けながら体育授業を行っておりますので、個人種目を中心とした「スポーツフェスタ」を実施する準備を
進めております。

   

11:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/08/21 ⾳楽科指導に向けて  | by ⽵野⼩学校

８月２１日（金）
　２学期の音楽科指導について職員会議で検討しました。
　体育館を使用することで児童の間隔を広くとり、鍵盤ハーモニカやリコーダーの演奏指導も始めることにしました。また、歌唱
指導もマスクを外して行うこともできます。
　そのため、本日児童下校後に職員で協力して図書室のアップライトピアノを体育館に移動させたり、児童用の長机やイスなど
も準備したりしました。
　来週から開始し、冬季直前まで続けていきます。

16:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/08/18 第２学期始業式  | by ⽵野⼩学校

８月１８日（火）
　１７日間の夏休みが終わり、本日から２学期のスタートです。３３名の児童は全員元気に登校し、体育館で始業式を行いまし
た。
　始業式では、①『めあて』をもって学習や行事に取り組むこと。②頑張っている友達を『応援できる人』になってほしいこと。を話
しました。
　児童には、京丹波町情報センターの取材もありましたので、近々放送されることと思います。
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09:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/08/18 あいさつ運動  | by ⽵野⼩学校

８月１８日（火）
　本日より、２第学期が始まりました。
　児童会本部委員は、１学期同様、自主的に玄関前で「あいさつ運動」を開始し、久しぶりに出会う友達にも大きな声で、「おは
よう。」と声かけができていました。

09:10 | 投票する | 投票数(0)

2020/08/17 ２学期の準備  | by ⽵野⼩学校

８月１７日（月）
　本日で夏季休業が終了し、明日から第２学期がスタートします。
　学校では、たくさんの思い出をリュックに詰め込んで、元気に登校してくる児童を迎えるための準備を着々と進めています。
　最初の１週間は、家庭での生活リズムを安定させることが大事です。
　１学期末同様に、短縮期間中の下校時刻は高温になっているため、マイクロバスによる下校となりますので、よろしくお願いし
ます。

　

15:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/08/10 学校の⾒学に来られました  | by ⽵野⼩学校

８月１０日（月・祝）
　関東地区にお住まいのご家族で、移住を検討されている方が竹野地区に来訪され、学校にも寄られました。
　地域の良さや、地域の支えのもとで教育活動を進めている様子について説明をさせていただきました。

16:50 | 投票する | 投票数(3)
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2020/08/05 体育館の保守点検  | by ⽵野⼩学校

８月５日（水）
　夏休みを利用して、体育館のバスケットゴールを吊り上げているワイヤーの交換工事を行っていただきました。授業での使用
頻度は低いのですが、耐用年数が５年ですので今回の作業となりました。
　２学期からの体育「ボール運動」で使用させていただきます。

 

11:20 | 投票する | 投票数(1)

2020/08/04 体育館正⾯扉の修繕  | by ⽵野⼩学校

８月４日（火）
　夏休みを利用して、体育館の正面玄関の扉を修理していただきました。
　長年の使用により、扉にゆがみが生じて床面と接触して全開放することができなくなっておりました。
　そこで、町内業者の方にお世話になって扉の枠を削るなど、楽に開け閉めができるように修繕していただきました。暑い中の
作業、大変ありがとうございました。

　

15:20 | 投票する | 投票数(1)

2020/08/03 ラジオ体操  | by ⽵野⼩学校

８月３日（月）
　夏休み最初の月曜日。
　本日から「朝のラジオ体操」を開始している通学班が３班あります。
　班の計画では、今週中のみではありますが、規則正しい生活を送るためにも、毎日続けて取り組んでほしいです。
　保護者や地域の方も一緒にラジオ体操をしていただき、ありがとうございました。
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2020/07/31 第１学期終業式  | by ⽵野⼩学校

７月３１日（金）
　第１学期終業式を体育館で行いました。
　新型コロナウイルス感染症予防に伴う学校休業などがありましたので、４５日間（１年生は４４日間）の登校日数でした。
　日常の授業や学校生活には様々な制限がありましたが、全児童が新しい学校生活の決まりを理解し、適切に対応しながらよ
くがんばりました。終業式後に、生徒指導担当から暮らしの注意点を指導しました。
　明日から１７日間の夏休みになります。それぞれの計画に基づいて安全に過ごし、２学期の始業式（８月１８日）に元気に登
校してください。

　

10:00 | 投票する | 投票数(0)

2020/07/30 個別懇談会  | by ⽵野⼩学校

７月３０日（木）
　２９日（水）と３０日（木）の２日間、短縮期間のため児童下校後の時間を利用して、個別懇談会を実施しました。
　１学期の学習や生活の様子について話し合い、２学期以降の学習に活かすことや、保護者と担任との連携を深めるための機
会として位置付け、一人２０分という時間設定で行いました。感染症対策として、アクリル製の「飛沫防止パーティション」を間に
置くとともに、空調は使いながらも換気に気をつけて話し合いをしました。（写真では見えづらくてすみません）
　保護者の皆様、ご予定を合わせていただき、ありがとうございました。

 

14:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/07/30 １学期最後の給⾷  | by ⽵野⼩学校

７月３０日（木）
　１学期最後の給食でした。
　本日の献立は、牛乳、カレーライス、コールスローサラダ、いちごのアイスです。人気ナンバーワンの「カレー」に、「アイス」が
デザートとなれば、みんな笑顔で会話もはずみ、おいしくいただきました。
　給食センターのみなさん、毎日おいしい給食をありがとうございました。２学期もよろしくお願いします。

　

12:50 | 投票する | 投票数(0)
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2020/07/28 ⽵野⼩学校危険箇所マップ2020  | by ⽵野⼩学校

７月２８日（火）
　竹野小学校ＰＴＡの保健委員会による取組として、今年度版の「竹野小学校危険箇所マップ２０２０」が完成し、本日児童が持
ち帰りました。
　今月１５日（水）の地域別懇談会において、昨年度版をもとにして現状の追記が依頼されました。そして、地域委員さんを中心
に加除が行われたものを集約して完成です。
　８月１日（土）から夏休みになりますので、安全に気をつけて過ごしてほしいと思います。

14:00 | 投票する | 投票数(0)

2020/07/27 ⾒守り活動  | by ⽵野⼩学校

７月２７日（月）
　京丹波町社会教育委員のみなさんによる、学校見守り活動について紹介します。
　通学時の事故や凶悪な犯罪等が発生している昨今、町内の全小学校児童の安心・安全活動を推進するため、平成27年度よ
り登下校見守りを実施していただいております。
　今朝は、太田委員さんが校門で児童に「おはよう。」の声かけをしてくださいました。本当にありがとうございます。

09:10 | 投票する | 投票数(0)

2020/07/21 バス下校初⽇  | by ⽵野⼩学校

７月２１日（火）
　児童の熱中症対策として、本日の下校より町内全ての小学校において徒歩通学児童を対象にバスによる下校となりました。
　６時間目途中に雷雨となったことから、一斉下校時間帯の土砂降りを心配しましたが、幸運にも雨はあがり、初めてのバス下
校を楽しみにしていた児童は、笑顔で手を振っていました。
　児童のことを最優先に考えていただき、バス下校に係る経費確保をいただきました京丹波町教育委員会に感謝します。

　 　

15:45 | 投票する | 投票数(1)

2020/07/20 夏の交通事故防⽌府⺠運動  | by ⽵野⼩学校

７月２０日（月）
　７月２１日（火）～７月３１日（金）までは、『令和２年度　夏の交通事故防止　府民運動』が実施されます。スローガンは【ゆず
り合う　ゆとりで走る　新時代】です。
　心にゆとりをもち、お互いを思いやる気持ちで交通マナーを高めましょう。
　竹野小学校では、熱中症対策として、明日からバス下校となります。本日、乗車マナーと下車後の安全確認を指導しました。

17:05 | 投票する | 投票数(0)
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2020/07/16 外国語授業  | by ⽵野⼩学校

７月１６日（木）
　６年生の外国語授業の一場面です。
　１週間に２回の外国語授業をしていますが、ＡＬＴとして指導に来ていただいている、チェイ・キム・リム先生の発音を聞いて、
食べ物の名前を復唱している場面です。
　「おにぎり」を、「ライスボール」と発話したとき、『三角でもボールなんや。』という発言が飛びだしました。
　英語への興味や知りたいと思う意欲がわき出てくる“瞬間”に立ち会うことができました。

15:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/07/16 地域別懇談会  | by ⽵野⼩学校

７月１６日（木）
　昨夜、午後８時より地域別懇談会が開催されました。新型コロナウイルス感染症防止のため会場を変更し、出席と体温の記
入、そして手指の消毒をしていただいてから体育館で２ｍの間隔をとって座っていただきました。
　本部からは夏季清掃作業の事業提案があり、学校からは児童の学校での様子と夏休みの生活に関するお願いをさせていた
だきました。
　今回は３密を防ぐため、通学班ごとに集まって夏休みの約束や行事を話し合っていただくことは中止となりました。
　ご多用のところご出席いただき、大変ありがとうございました。

　

09:30 | 投票する | 投票数(2)

2020/07/15 学校評議員・学校関係者評価委員合同会議  | by ⽵野⼩学校

７月１５日（水）
　７月１４日（火）午前１０時より、学校評価委員さんと学校関係者評価委員さんの合同会議を開催しました。
　今年は、臨時休業によって授業開始の時期が６月となり、各委員さんに児童の様子を参観していただけるよう日程調整をしま
したので、開催時期が今月となりました。
　京丹波町教育委員会の委嘱状を交付させていただいてから今年度の学校経営計画を説明し、学習の様子を参観していただ
きました。
　参観後に意見交流をしていただき、児童の成長の様子を評価いただきました。また、自信をもって大きな声で発言する姿をめ
ざしてほしいという意見もいただきました。教職員で共通確認をして取り組んでいきます。
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11:10 | 投票する | 投票数(2)

2020/07/13 来訪者記名簿について  | by ⽵野⼩学校

７月１３日（月）
　竹野小学校玄関（昇降口）には、２箇所で来訪者に記名をいただく用紙を設置しています。これは、不審者対策並びに感染症
対策としての取組です。
　なお、その場所に手指消毒用のアルコールを置いております。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

　

10:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/07/09 ⾮⾏防⽌教室  | by ⽵野⼩学校

７⽉９⽇（⽊）
 ５年⽣児童を対象に『⾮⾏防⽌教室』を実施しました。
 南丹警察署スクールサポーターの北村幸弘さんから、「⼼にブレーキをかけることの⼤切さ」や「やっていいこと
とよくないことの判断⼒をつけること」などについてのお話をうかがいました。
 児童は、「今後の⾃分の⾔動に気をつけ、正しい判断ができるようになりたい。」と、決意を新たにしていまし
た。

 

16:10 | 投票する | 投票数(0)

2020/07/09 ⾮⾏防⽌教室（５年⽣）  | by ⽵野⼩学校

７月９日（木）
　５年生の児童は、南丹警察署スクールサポーターの北村幸弘さんから、夏休みを前に非行防止教室を行っていただきまし
た。
　「心にブレーキをかけること」の大切さや、「やって良いことと悪いことの判断力をつけること」などについて、詳しくお話をうかが
いました。
　児童は、「これからの自分の言動に気をつけ、正しい判断ができるようになりたい。」と決意を新たにしていました。
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15:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/07/09 アサガオの花  | by ⽵野⼩学校

７月９日（木）
　７日（火）の朝、登校してきた１年生がベランダで世話をしているアサガオに、初めて花が咲いたことを知らせにきてくれまし
た。
　前日までにつぼみを見つけていて、今か今かと待っていたようです。きれいな紫色の花でした。６人全員の花がそろうのを楽
しみにしています。

 

08:20 | 投票する | 投票数(2)

2020/07/08 臨時休校（その２）  | by ⽵野⼩学校

７月８日（水）
　本日１０時１３分、京丹波町に出されていた　【大雨・洪水警報】　は解除され、注意報に変わりましたが、『臨時休校』は変
更ありません。
　１０時過ぎより、担任による状況確認並びに明日の予定などの連絡を始めております。
　天候は回復傾向ですが自宅待機は継続しておりますので、河川の近くなど危険な場所へは行かないようにしてください。
　
※「気象警報発表時における学校等の対応のお知らせ」　について、学校ホームページから閲覧できるようにしましたので、　こ
ちら　からご覧ください。

10:30 | 投票する | 投票数(2)

2020/07/08 臨時休校  | by ⽵野⼩学校

７月８日（水）
　未明より、京丹波町に　【大雨・洪水警報】　が発表され、午前６時の時点で継続中のため、本日は『臨時休校』とします。
　家庭学習などの諸連絡については、学校体制が整い次第、担任より電話連絡させていただきますのでよろしくお願いします。
　「気象警報等発表時における学校等の対応」につきましては、６月に配付しました『家庭用保存版のお知らせ』、または、こち
らをご覧ください。

07:00 | 投票する | 投票数(2)

2020/07/07 ⽵野地区活性化委員会・運営委員会  | by ⽵野⼩学校

７月７日（火）
　昨夜、竹野地区活性化委員会・運営委員会が開かれました。
　昨年度の事業報告、並びに会計決算報告について、全会一致で承認されました。
　続いて、今年の事業について検討されました。竹野小学校に関わる取組の中で、
「夏休み美化活動」は、小学校支援事業として共催実施いただけること。また、「運動会」については、新型コロナウイルス感染
症防止のため、小学校単独開催とすることをご承認いただきました。
　臨時休業に伴う授業時間数の確保について、日常の時間割を工夫したり、夏季休業を短縮したりするなどして取り組んでい
ることにご理解いただき、大変ありがとうございます。
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09:30 | 投票する | 投票数(2)

2020/07/06 七⼣飾り  | by ⽵野⼩学校

７月６日（月）
　先週、わかたけ学級とめばえ学級の取組で、図書室の入口にササが立てられました。
　全校児童と教職員とに短冊が配られ、さっそく願いごとを書いて枝にくくりつけられていきました。また、低学年は七夕飾りを
製作して吊り下げてくれました。
　みんなの願いがかないますように。

 

09:30 | 投票する | 投票数(2)

2020/07/03 地域の⽅に感謝  | by ⽵野⼩学校

７月３日（金）
　地域の方にお世話になった事例を紹介します。
　今週のある日の下校時、子ども達が小雨の中を一列に並んで帰宅していました。突然、突風が吹き一人の傘を巻き上げてし
まいました。傘は歩道横の水田中央部に落下したため、取りに行くこともできず帰宅しました。
　翌日１０時頃、その田の持ち主である中村さんが、学校へ傘を届けてくださいました。その日の下校の際、傘を飛ばしてしまっ
た児童は、教頭先生と一緒にお礼の気持ちを伝えに寄せていただきました。
　本当にありがとうございました。

　

15:10 | 投票する | 投票数(2)

2020/07/02 「保健だより」ページを開設  | by ⽵野⼩学校

７月２日（木）
　本日までに９号を発行している「竹野小学校の保健だより」について、新しくページを開設しました。
　新型コロナウイルス感染症防止対策や定期健康診断についてのお知らせなど、親子で読んでいただき、団らんの話題にもし
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ていただけるよう構成しています。
　毎号、児童を通して配付していますが、バックナンバーの再読などに活用していただければありがたいです。

11:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/07/02 ⽵野サロン  | by ⽵野⼩学校

７月２日（木）
　新型コロナウイルス感染症防止のため、長らく開催を中止されていた「竹野サロン」ですが、本日、３密を回避される条件のも
とで再開されました。
　昨年度までは、本校児童が月に一度の間隔で、学習成果の発表や交流活動に訪問させていただいてましたが、今年につい
ては、感染リスクを回避するため訪問と交流を見合わせております。
　取材を兼ねて様子をうかがってきました。

　

10:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/07/01 授業研究会（第１回）  | by ⽵野⼩学校

７月１日（水）
　竹野小学校では、児童を学びの主体者とした授業改善や、本校の特色を生かした授業研究に取り組んでいます。研究主題
は、「自分の思いや考えを広げ、主体的に学び合う児童の育成」で、研究教科は「国語科」です。
　本日は、今年第１回目の授業研究会を実施しました。
　○６年生国語　【筆者の主張や意図をとらえ、自分の考えを発表しよう】
　○教材名　【時計の時間と心の時間】
　事後研究会では、児童の発言をつないで授業を展開していく授業者のコーディネートや、児童が学習経験を生かして発言して
いくための方策について協議し、低学年から日常的に積み重ねていく取組などを共通確認しました。

　

17:10 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/30 「国⺠安全の⽇」と「府⺠防犯の⽇」  | by ⽵野⼩学校

６月３０日（火）
　明日（７月１日）は、『国民防犯の日』です。
　これは、国民一人一人が日常生活のあらゆる面において、施設や行動の安全について反省を加え、その安全確保に留意し、
これを習慣化する気運を高め、安全を脅かす災害の発生の防止を図るために、昭和３５年に創設されたものです。
　また、京都府では、毎年７月１０日を『府民防犯の日』とし、犯罪のない安心・安全なまちづくりの機運を醸成するための活動
を集中的に実施することとしています。
　学校では、この時期に「非行防止教室」や「薬物乱用防止教室」、「交通安全指導」を行っています。

08:50 | 投票する | 投票数(1)

2020/06/29 家庭訪問について  | by ⽵野⼩学校
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６月２９日（月）
　本日（２９日）と明日（３０日）の２日間、臨時休業期間中のため４月末に実施できなかった家庭訪問を行います。
　保護者の皆様には、平日の午後にご予定を調整いただき大変ありがとうございます。学校再開から１ヶ月が経過しました。こ
の間の児童の学校生活の様子をお伝えし、家庭学習等の取組について共通理解を図らせていただきます。
　ソーシャルディスタンスを確保しつつ、短時間の訪問となりますがよろしくお願いします。

13:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/26 ⽔のゆくえ  | by ⽵野⼩学校

６月２６日（金）
　６年生の理科学習「３　植物のつくりとはたらき」単元で、植物に取り入れられた水が、その後どうなるのかを実験で検証する
授業をしました。
　春に植えたジャガイモに袋をかぶせて口をしばり、約１５分後に袋の内側の様子を観察します。葉を全部取り除いたジャガイ
モは水滴がつかず、葉のある方は多くついていたことから、根から茎、茎から葉へと水が行きわたった後は、葉から水蒸気とな
って出ていくことを確かめました。

　

15:20 | 投票する | 投票数(2)

2020/06/25 寄贈図書の紹介  | by ⽵野⼩学校

６月２５日（木）
　京丹波町教育委員会を経由して、丹波地区の小中学校に図書の寄贈がありましたので紹介させていただきます。
　『わが命を育む里　京丹波町口八田辻村　八田辻村の遍歴』
　寄贈者は、執筆者でもある　横山勲　氏です。冊子には「教育」の目次があり、竹野小学校が保管していた校舎の写真や校
旗も掲載されています。
　学校の大切な図書の１冊として、図書室に配架させていただきます。

16:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/06/24 ⽔道蛇⼝の部品交換（２）  | by ⽵野⼩学校

６月２４日（木）
　新型コロナウイルス感染症防止のため、児童が使用する水道蛇口について、ハンドルからスウィングレバーに交換していま
す。
　本日は、特別教室の流し場と体育館トイレの手洗い場の交換が終わりました。
　今のところ、給食後の歯みがきやフッ化物洗口の実施を見合わせていますが、それらの再開時には、手洗い場と特別教室の
流し場に分散して実施することができるようになりました。

18:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/06/23 ⽔道蛇⼝の部品交換  | by ⽵野⼩学校
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６月１９日（金）
　新型コロナウイルス感染症防止のため、児童が使用する水道蛇口について、ハンドルからスウィングレバーに交換していま
す。
　手洗いをした後、蛇口を回して水を止める際、毎回水をかけてハンドルをきれいにしていますが、感染症防止対策の観点から
は十分とはいえないため、レバーに交換することにより、腕部分で水を止めることも可能になります。
　学校予算の支出をおさえるため学校職員で交換作業を行っており、本日は、玄関横の手洗い場と児童用トイレにある手洗い
場の交換ができました。

　→　

 → 

11:20 | 投票する | 投票数(1)

2020/06/19 アミ⼾の設置（その２）  | by ⽵野⼩学校

６月１９日（金）
　児童が下校した後、業者の方にお世話になり、前回の設置作業で残っていた４教室分のアミ戸が取り付けられました。
　これで全ての普通教室にアミ戸が設置され、大型のハチの侵入を気にせず、換気のために一箇所の窓を開けることができる
ようになりました。

　

18:40 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/19 ⼿洗いの仕⽅  | by ⽵野⼩学校

６月１９日（金）
　５時間目、１年生の児童は本校養護教諭から手洗いについての指導を受けました。
　まず、手洗いをしないとどうなるかを考えました。目に見えない汚れが身のまわりの物についたり、体の中に入ったりして、体
の具合が悪くなることもあると知りました。
　それから、手に洗い残しがないようにするための洗い方を教わり、全員、手洗い場で上手な手洗いの方法を実際に行ったの
で、友達やお家の方にも教えてあげられるぐらいになりました。
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14:50 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/19 書写（⽑筆）の時間  | by ⽵野⼩学校

６月１９日（金）
　書写の様子を紹介します。
　集中していて静まりかえった教室では、５年生が筆の穂先と点画のつながりを意識し、題材の「ふるさと」を字形を整えて書い
ているところです。書くときの姿勢や筆の持ち方にも注意しています。
　取材のために教室に入ったことや授業場面を撮影されたことに気付いていない児童もいました。

　

11:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/18 図書・広報委員会の活動  | by ⽵野⼩学校

６月１８日（木）
　学校再開から間もなく３週間となります。児童委員会活動の紹介（その２）です。
　図書・広報委員会は、「あたらしい学校生活（竹野小学校モデル）」のため、休み時間の図書貸し出しの活動は休止していま
すが、毎日学校に届く「小学生新聞」の掲示の活動に取り組んでいます。新聞記事から友達との会話がはずむことも多いようで
す。

　

09:10 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/17 図⼯作品の展⽰  | by ⽵野⼩学校

６⽉１７⽇（⽔）
 １年⽣の図画⼯作科では、「すきなもの なあに」の単元で、⾃分のすきなものを絵に表現しました。また、「ひ
もひもねんど」の単元で、粘⼟を使っていろいろな形を作ることを楽しみました。
 教室前の廊下に展⽰して、校内のみんなに鑑賞してもらっています。それぞれ⼒作揃いです。

13:30 | 投票する | 投票数(0)
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2020/06/16 ⽵野活性化委員会・役員会  | by ⽵野⼩学校

６月１５日（月）夜
　今年度第１回目の竹野地区活性化委員会役員会が開かれました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年度末の総会も中止されていたので、事業報告や会計報告がなされ、全会一
致で承認されました。
　今後、竹野地区区長会の会合にあわせて運営委員会が開かれ、今年度の取組が協議されていきます。
　学校からも出席させていただき、休業期間の取組や学校再開後の児童の様子を報告させていただきましが、その中で、「何
かできることがあれば言ってください。」と、温かなお声掛けをいただいたのが何より嬉しく、地域のお力をお借りしながら取り組
んでいきたいと改めて感じました。

10:20 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/16 京丹波町から図書カードの贈呈  | by ⽵野⼩学校

６⽉１６⽇（⽕）
 新型コロナウイルス感染症防⽌のために出された緊急事態宣⾔に伴い、京丹波町内の児童⽣徒は⾃宅での⽣活とな
りました。６⽉に⼊ってもまだ、のびのびと外に出かけられない状況が続いています。
 そこで、京丹波町では家で過ごす時間の有意義な使い⽅として、「読書」を提案され、全児童⽣徒に図書カードが
送られました。その封筒には、京丹波町図書室からの「おすすめブックリスト」も⼊っています。
 学校も、これをきっかけに本のいろいろな楽しみ⽅などを指導して図書カードを⼿渡しました。

09:00 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/12 ⼿洗い場などの様⼦  | by ⽵野⼩学校

６⽉１２⽇（⾦）
 新しい⽣活様式（⽵野⼩モデル）として、毎朝登校してきたらすぐに「⼿洗い」をして教室に⼊るようにしていま
す。
 ⼿洗い場は、密にならいないようにするため、使⽤する蛇⼝をひとつ⾶ばしにしています。、また、男⼦トイレの
⼩便器についても同様に、ひとつ⾶ばしにしています。
 ⼿洗い場の蛇⼝のレバーは、全てバー式になっていますが、他の場所は⼿回し式のカランのため、終わってから⽔
で洗ってはいますが、児童が連続して接触している状態です。そこで、ウデ⼜はヒジで閉められるようにするため、
バー式のカランに取り替える⾒積もりしていただいています。
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10:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/11 熱中症対策として  | by ⽵野⼩学校

６月１１日（木）
　学校再開後、蒸し暑い日が続いていました。体育の授業など、児童が３密を避けながら校舎の外で活動する回数が増えてき
ました。
　そこで、熱中症予防策として今年もグラウンド脇にテントの設置を行いました。ベンチを移動させてテント内に置き、児童の水
筒や汗拭きタオルなどを置くようにもしています。また、玄関前のミストシャワーも試運転しました。そして、各教室のエアコンフィ
ルターの掃除を済ませてから扇風機を配置しました。
　今日は朝から雨模様のため、テントや扇風機はさびしそうにたたずんでいます。

　

09:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/10 銀りんおどる芽⽣川  | by ⽵野⼩学校

６月１０日（水）
　竹野小学校の特色の一つにあげられるのが、校舎とグラウンドとの間に流れている芽生川（めばえがわ）です。
　今から３年前に竹野地区活性化委員会の協力のもとで整備され、たくさんの生き物が生息していることから、児童は休み時
間に川に入って採集していることもあります。休日に遊びに来ている姿もよく見られます。
　登校指導のため校門前で待っている時間、「先週に比べて、石のこけがきれいに磨かれている所があるな」と思いつつ様子を
見ていますと、アユが２匹群れていました。河川から遡上してきたのだと思われます。そっと成長を見守りたいと思います。

 

13:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/09 あいさつ運動  | by ⽵野⼩学校

６月９日（火）
　学校再開から一週間が経過しました。児童は毎朝元気に登校し、「あたらしい学校生活（竹野小学校モデル）」に基づいて安
全に学校生活を送っています。
　児童委員会の活動も始まりました。本部委員会は、『登校時のあいさつ・声かけ運動』に取り組んでいます。また、下校時の
地域への呼びかけ放送も行っています。他の委員会の様子は、取材でき次第お知らせします。
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08:40 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/08 校⻑先⽣、きてください︕  | by ⽵野⼩学校

６月８日（月）
　６月５日（金）の下校時刻直前、１年生数名が職員室にきました。
　「校長先生、スズメバチが巣を作りかけているので、取ってください。」
詳しく聞いてみると、１年生教室前にあるテラスの柱にスズメバチが巣作りを始めているようでした。危険を伴うので１年生には
近づかないように指示し、児童が下校後に様子を見て処理すると約束しました。
　巣作りを発見した児童が友達に伝え、安全な学校生活のためにどうすれば解決できるか話し合い、そして具体的な行動にう
つしたのですが、まさに「主体的、対話的な活動」です。もちろん、１年担任の適切な支援があってのことです。
　放課後、怖々ではありましたが何とか巣を取り除くことができました。１年生のみなさんありがとう。

09:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/06/05 ⾃転⾞の安全な乗り⽅  | by ⽵野⼩学校

６月５日（金）
　過日、南丹警察署の交通課より、低中学年向き・高学年向きの安全指導資料をいただき、各教室で指導ののち、持ち帰らせ
ました。
　「交通事故にあわないために！」と題した資料で、自転車の安全な乗り方についても記載されています。
　また、京丹波町のＣＡＴＶ「京丹波ウィークリー」内で、小中学生向けの自転車の安全な乗り方に関する番組が放送されてい
ます。
　放送期間　５月３０日（土）～６月１２日（金）
　放送時刻　7時～、１０時～、１２時～、１５時～、１９時３０分～、２３時～

13:50 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/04 ランチタイムニュース  | by ⽵野⼩学校

６月４日（木）
　６月４日から６月１０日までは、「歯と口の健康週間」です。歯のことを考え、大切にする一週間です。食べ物の入り口は、口
です。歯は口の中にあり、食べ物を細かくかみ砕いて、消化･吸収を助ける大切な働きをしています。いつまでも自分の歯で食
べ続けられるよう、歯を丈夫にする食生活を心がけましょう。
　現在、学校では、新型コロナウイルス感染症防止のため、当分の間、給食後の歯みがきとフッ素うがいを中止しています。
　各家庭で朝食後･夕食後の歯みがきを、ていねいに行うようにしてください。よろしくお願いします。

13:00 | 投票する | 投票数(1)

2020/06/03 町内⼩学校担任者会議について  | by ⽵野⼩学校

６月３日（水）
　昨日（６月２日（火））午後から、町内の全小学校の担任が丹波ひかり小学校に集まり、新型コロナウイルス感染症防止のた
めの臨時休業に伴う、１学期末までの授業の進度の調整や、教育課程の今後の見通しについて意見交流する会議がもたれま
した。
　本校においても、７月３１日までの指導計画については、毎週定例で担任会議を行って協議や調整をしていますが、町内５校
の同じ学年担任と交流できたことにより、不安の解消になりました。
　また、本日午後から、は学校行事やＰＴＡ活動、地域学校協働活動等について意見交流と調整をするため、町内小学校教頭
会議がもたれます。

http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joy6zb7n6-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E6%A0%A1%E9%95%B7%E5%85%88%E7%94%9F%E3%80%81%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%EF%BC%81%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joy6zb7n6-183#_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=joy6zb7n6-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E6%A0%A1%E9%95%B7%E5%85%88%E7%94%9F%E3%80%81%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%EF%BC%81%27),%20%27_blank%27);
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jo1j1ekzp-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AA%E4%B9%97%E3%82%8A%E6%96%B9%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jo1j1ekzp-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=jo1j1ekzp-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AA%E4%B9%97%E3%82%8A%E6%96%B9%27),%20%27_blank%27);
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joffckejd-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joffckejd-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=joffckejd-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%27),%20%27_blank%27);
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jogmg0ybw-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E7%94%BA%E5%86%85%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%8B%85%E4%BB%BB%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jogmg0ybw-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=jogmg0ybw-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E7%94%BA%E5%86%85%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%8B%85%E4%BB%BB%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27),%20%27_blank%27);


09:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/06/03 安全指導の実施  | by ⽵野⼩学校

６月３日（水）
　学校再開から３日目です。
　この２日間に２度、下校後の生活で自転車の危険な乗り方が見られたと地域の方から学校に連絡がありました。
　休業期間中は自宅での生活が中心でしたから、再開によって行動範囲が広まっていることがうかがえます。そこで、全校児
童に自分で正しく判断し、命を守ることの大切さを指導しました。
　保護者や地域の皆さま、子ども達の見守りと声かけをよろしくお願いします。

09:00 | 投票する | 投票数(1)

2020/06/02 アミ⼾の設置について  | by ⽵野⼩学校

６月２日（火）
　新型コロナウイルス感染症防止のため、学校は３密にならない学習環境の整備に努めています。
　そのうちの一つが「換気」です。廊下側の出入口は、児童が取っ手に触れないようにすることも含めて開放したままにしていま
す。また、グラウンド側の窓も朝から開けて授業をしていますが、頻繁に大型のハチが侵入してくることが課題となっていまし
た。
　そこで、教育委員会にお願いし、学校予算の範囲内で普通教室に１枚ずつの「アミ戸｣を設置していただけることになりまし
た。先ずは１階の３教室からです。

 

16:40 | 投票する | 投票数(2)

2020/06/02 家庭学習の⼿引きについて  | by ⽵野⼩学校

６月２日（火）
　学校再開２日目です。本日も午前中４時間授業で、給食後に下校します。
　学校では、１時間（４５分間）の授業を大切にして、子どもたちに質の高い学力を身に付けさせていきたいと考えています。
　そして、家庭との連携を図り、家庭学習を充実した内容にすることによって、２ヶ月にわたる臨時休業で開始が遅れた教科学
習についての定着を図り、子どもたちの学力がより確かなものになると考えています。
　すでに配付している「家庭学習の手引き」（家庭保存版）を再度ご覧いただき、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

10:00 | 投票する | 投票数(0)

2020/06/01 給⾷が始まりました  | by ⽵野⼩学校
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６⽉１⽇（⽉）
 学校再開にあわせて、本⽇より給⾷が始まりました。
 午前１１時４５分に京丹波町⽴学校給⾷センターからコンテナが届きました。さっそく、配膳室で学級ごとの⾷数
にあわせて準備をし、児童が取りにくるのを待ちます。
 新型コロナウイルス感染症防⽌のため、当⾯は教師が盛りつけを⾏います。
 本⽇のメニューは、「カレーライス、りんごとミカンのデザート、⽜乳」でした。給⾷センターのみなさん、とっ
てもおいしかったです。ありがとうございます。
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６⽉１⽇（⽉）
 さわやかな⾵がそよぐ６⽉初⽇の本⽇、いよいよ学校再開となりました。
 早朝から、樹⼭教育⻑様、社会教育委員様、交通指導員様、⽵野活性化委員様など、多数の⽅に登校指導をお世話
になり、児童は元気にあいさつをしながら登校してきました。
 さて、４⽉１７⽇（⾦）付けのお知らせで延期としておりました「家庭訪問」につきまして、次の通り実施をいた
します。
 授業時間の確保を最優先にするため授業終了後となりますこと、約１０分間の訪問・⾯談となりますが、ご理解い
ただき再度⽇程調整をよろしくお願いいたします。

・期⽇ ６⽉２９⽇（⽉） ⻄階・⽔⼾・新⽔⼾ ⽅⾯
     ６⽉３０⽇（⽕） 笹尾・中畑・辻・中村・下村 ⽅⾯
・時間帯 １５︓３０〜１６︓５５
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