
2021/03/12 フラワーロード  | by ⽵野⼩学校

３月１２日（金）
　パンジーの花が咲きそろいましたので、学校前の歩道に並べました。
　下校時の様子を撮影しています。地域の皆さんに楽しんでいただければ嬉しいです。しかし、シカが花を食べるようなので、少
し心配をしています。

 

16:10 | 投票する | 投票数(0)

2021/03/09 「劇団⾵の⼦関⻄」公演  | by ⽵野⼩学校

３月９日（火）
　今年度の三校（丹波ひかり小学校・下山小学校・竹野小学校）合同芸術鑑賞会で予定していた観劇は、新型コロナウイルス
感染症対策のため中止となりましたが、劇団の方との調整を行い、各校で単独公演をしていただく運びとなり、今日の３時間目
に実施していただきました。
　演目は、「京のおまつりぴーひゃらどん」です。竹とんぼやコマ回し、お手玉など児童は終始笑顔で見入っていました。芸術に
触れることの大切さを再確認できました。

 

16:50 | 投票する | 投票数(0)

2021/03/08 御城印をいただきました  | by ⽵野⼩学校

３月８日（月）
　校区にお住まいの今西宏さんが、節分の時期に「鬼と中畑城」の読み聞かせビデオを学校に送ってくださり、全校児童が視聴
させていただいていました。
　今月に入ってから、森の京都DMOで作成された『御城印」を学校に届けてくださったので、みんなに配布しました。
　森の京都エリア５市町（亀岡市・南丹市・京丹波町・福知山市・綾部市）には、１５の御城印が作成されているそうです。
　ちなみに、中畑城は須知城に次いで京丹波町で２つ目だそうです。
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2021/03/05 ⽣命のがん教育指導  | by ⽵野⼩学校

３月５日（金）
　京都府の健康福祉部と学校の連携事業として、５・６年生を対象に「生命のがん教育」を実施していただきました。
　がんに関する正しい理解の普及やがん患者に対する偏見をなくすこと。そして、がんの病態や予防等に関する教育・普及啓
発に取り組むために平成25年度から学校や企業を対象に「生命のがん教育推進プロジェクト事業」を実施されています。
　京都中部総合医療センターの山岡医師と、京都府がん教育推進メッセンジャーの今井様から、がんについての講義と経験者
のお話を聞かせていただきました。
【代表的な感想】
「がん」はめったにならないような病気だと思っていたけど、お話を聞いて、身近な病気だと知ることができたのでびっくりしまし
た。
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2021/03/04 パンジーやスイセンの花  | by ⽵野⼩学校

３月４日（木）
　昨年１２月２２日に、地域学校協働活動に位置付けて取り組んだパンジーの花苗植えですが、今月に入ってから気温の上昇
とともに可憐な花を咲かせはじめています。
　もう少し咲きそろってから、学校前の歩道に並べて「フラワーロード」を楽しんでいただこうと考えております。
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2021/03/03 ＰＴＡ本部役員引継ぎ会  | by ⽵野⼩学校

３月２日（火）
　今年度と次年度のＰＴＡ役員さんが引継ぎ会をされました。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、何かと活動制限の多かった１年でしたが、活動の総括に基づいて次年度への申し送
り事項を丁寧に確認されました。
　子ども達のために、そして会員さんの交流を深めるために、様々な工夫を凝らして取り組まれました。大変ありがとうございま
した。

09:20 | 投票する | 投票数(0)

2021/03/02 算数チャレンジ  | by ⽵野⼩学校

３月２日（火）
　２時間目に３学期の「算数チャレンジ」を実施しました。
　昨日は「国語チャレンジ」を行っています。それぞれ学期ごとに実施してきましたが、教科の基礎学力向上をねらうとともに、児
童が自分の満点になる問題数を目標設定して取り組むところがポイントです。
　今回も集中して取り組む姿が見られ、1年間の成長を感じます。下の写真は、５年生と２年生の様子です。
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2021/02/19 ６年⽣を送る会  | by ⽵野⼩学校

２月１９日（金）
　５年生が取組内容について話し合い、着々と準備を進めてきた「６年生を送る会」を開催しました。
　今年は新型コロナウイルス感染症対策として、平日開催にするとともに参観については６年生の保護者のみとさせていただ
き、体育館で行いました。
　各学級からは、お世話になった６年生に感謝気持ちを込めて、楽器演奏やダンス、クイズなど学級らしさいっぱいの発表を行
いました。
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2021/02/18 ＰＴＡ登校指導  | by ⽵野⼩学校

２月１８日（木）
　竹野小学校ＰＴＡの重点取組である登校指導（２月）をお世話になりました。
　暦の上では春のきざしとなる「雨水」でしたが、肌を刺すような寒い朝となりました。子ども達と一緒に歩いてくださり、あいさつ
の声かけだけでなく、通学路のパトロールもしていただいています。
　ありがとうございます。

09:15 | 投票する | 投票数(0)

2021/02/12 防犯教室  | by ⽵野⼩学校

２月１２日（金）
　南丹警察署の協力をいただき、犯罪被害に遭わないようにするための「防犯教室」を低学年と高学年に分かれて実施しまし
た。
　低学年は、北村スクールサポーターから「いかのおすし」についてわかりやすく説明を受けた後、不審な人にリュックをつかま
れたときの対処の仕方を学びました。
　高学年は、不審者についての説明を受けた後、防犯指導用の映像を視聴してクイズに答えるなど、考え方や行動について学
びました。
　下の写真は、高学年の様子です。
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2021/02/09 真冬に逆戻り  | by ⽵野⼩学校

２月９日（火）
　２月に入ってしばらく暖かい日が続いていましたが、今朝は真冬に逆戻りの天候となりました。校舎の屋根やグラウンドには
雪が積もっています。
　気温はマイナス２度、しかし、子ども達は楽しげに昨日の新入生体験入学の話などをしながら登校してきました。今日も楽しい
一日が始まります。

08:50 | 投票する | 投票数(0)

2021/02/08 体験学習・⼊学説明会  | by ⽵野⼩学校

２月８日（月）
　令和３年度の新入学児童を対象にした体験学習と保護者向けの入学説明会を実施しました。
　２か月後に入学してくる新しい仲間を気持ちよく迎えるため、１年生はハンドベルの演奏と落下傘の工作を一緒にしました。来
年最高学年になる５年生は、優しく手を引きながら学校巡りをした後にプレゼントを渡し、楽しみに待っていることを伝えていまし
た。
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2021/02/05 地域活性化について学ぶ  | by ⽵野⼩学校

２月５日（金）
　６年生は、講師として地域の方をお招きし、総合的な学習の時間に校区内の活性化の取り組みについて学習しました。
　毎年、６年生の学習で取り組んできた活動ですが、今年は新型コロナウイルス感染症のため、ハーブの収穫や販売体験は見
合わせることになりましたが、『バジルおいるで学ぶ６次産業』と題したお話を伺い、活動の経過や想いを聞かせてもらうことに
よって地域のよさを感じることができました。

13:10 | 投票する | 投票数(1)

2021/02/04 登下校時のパトロール  | by ⽵野⼩学校
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２月４日（木）
　毎日、登下校時には南丹警察署の須知交番よりパトカーやバイクで安全見守りをしていただいています。今年は、新型コロナ
ウイルス感染症のため、１学期末が延長したり２学期開始が早まったりしましたが、それにも対応していただきました。
　パトカーの窓が開いているときには、子ども達も大きな声であいさつをしています。本当にありがとうございます。

08:50 | 投票する | 投票数(1)

2021/01/29 福祉募⾦活動  | by ⽵野⼩学校

１月２９日（金）
　竹野小学校児童会本部の例年の取り組みとして、２８日と２９日の朝に玄関で「福祉募金活動」をしました。児童は、家で保
護者と相談して募金する金額を決め、登校時に募金箱に入れていました。教職員も協力しています。
　集計後は、京丹波町社会福祉協議会に寄付をします。

09:30 | 投票する | 投票数(1)

2021/01/18 ＰＴＡ登校指導  | by ⽵野⼩学校

１月１８日（月）
　竹野小学校ＰＴＡの３学期１回目の登校指導の様子です。
　朝の忙しい時間帯ですが、児童と一緒に歩いてくださったり、事前に学校へ車を移動させておかれたりするなど、それぞれに
工夫していただいています。本当にありがとうございます。
　今朝も、学校まで見守り活動をしていただきました。子ども達は笑顔で登校し、昇降口に入っていきました。

 

08:50 | 投票する | 投票数(1)

2021/01/15 緊急事態宣⾔発令に伴う学校の対応  | by ⽵野⼩学校

１月１５日（金）
　新型コロナウイルス感染症の急激な拡大に伴い、京都府に緊急事態宣言が発出されました。それに伴って京丹波町新型コ
ロナウイルス感染症対策本部より、今後の方針が出されました。

『新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を踏まえた今後の方針』は　→こちら　から。

　京丹波町内の各学校はその方針に基づいて、一斉の臨時休業は実施せず、徹底した感染予防対策を講じた上で、通
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常通り活動を継続します。

　

09:20 | 投票する | 投票数(1)

2021/01/14 健康委員会の活動  | by ⽵野⼩学校

１⽉１４⽇（⽊）
 児童会の健康委員会は、⽇常活動として職員室前にある給⾷献⽴表の書き込みとお昼の給⾷メッセージの放送を⾏
っています。
 今朝も、６年⽣が４年⽣にアドバイスしながら仕事を進めていました。次年度に向けてしっかりとバトンタッチが
できそうです。

13:25 | 投票する | 投票数(1)

2021/01/14 校務⽤パソコンの更新作業  | by ⽵野⼩学校

１月１４日（木）
　本日午前１０時より終日、校務用パソコン等機器更新作業が行われるため、ホームページの更新やメールの送受信ができま
せん。
　ご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

10:00 | 投票する | 投票数(0)

2021/01/12 書き初め⼤会  | by ⽵野⼩学校

１月１２日（火）
　本日２校時に、「書き初め大会」を全校一斉実施で行いました。
　めあては、①日本の伝統文化にふれ書写への親しみを深めるとともに、文字意識の高揚を図ること。②筆使い、筆順、組み
立て、字形などを理解し、文字を正しく整えて核技術を高めること。２つです。
　冬休みの課題として取り組んでいましたから、各学級の教室で集中して書いています。
　下の写真は、１年生、４年生、６年生です。 
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10:05 | 投票する | 投票数(0)

2021/01/08 この冬⼀番の冷え込み  | by ⽵野⼩学校

１月８日（金）
　今朝の気温は「マイナス７℃」を示しており、この冬一番の冷え込みとなりました。
　肌を刺すような風が吹く中、子ども達は頬を赤くしながらも、きちんと一列に並んで登校してきました。学期初めの短縮期間は
今日で終わりです。
　昨日、地域の方から登下校の「見守りボランティア」について問合せがありました。大変ありがたいお声かけです。
　「毎日でなくても結構です。」
　「可能なときのみ、お世話になれればありがたいです。」とお伝えしました。

 

08:25 | 投票する | 投票数(0)

2021/01/07 健康おみくじ  | by ⽵野⼩学校

１月７日（木）
　竹野小学校毎年恒例の『健康おみくじ』が職員室前で始まりました。
　初日の今朝から、児童がガチャポン式のハンドルを回しておみくじを引き、「大吉やった。」と笑顔で書かれている内容を読ん
でいました。健康に気をつけて学校生活を送ってほしいです。
　詳細は６日発行の「保健だより２１号」に記載のとおりです。

 

09:00 | 投票する | 投票数(0)

2021/01/06 第３学期始業式  | by ⽵野⼩学校

１月６日（水）
　１１日間の冬休みが終わり、本日から第３学期のスタートです。冷え込みの厳しい朝でしたが児童は「おはよう。」と元気にあ
いさつを交わしながら登校し、体育館で始業式を行いました。
　始業式では、①１年間のしめくくりをして次の学年に向けて準備をすること。②気持ちのこもったあいさつをすること。③人の話
をしっかり聴くこと。について話しました。
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09:30 | 投票する | 投票数(1)

2021/01/05 新学期に向けて  | by ⽵野⼩学校

１月５日（火）
　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
　仕事始めの本日、第３学期の授業や行事の準備を進めています。
　明日の始業式には、冬休みを元気に過ごした児童が登校してくるのを楽しみにしています。
　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。

08:50 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/25 第２学期終業式  | by ⽵野⼩学校

１２月２５日（金）
　第２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の回復措置で始業を早めたことから、９０日間の登校日数でした。今学期も
新しい学校生活のきまりを守って、適切に対応しながら学校生活を送ることができました。
　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１１日間の冬休みになります。それぞれの計画に基づいて安全に過ごし、３学期の始業式（１月６日）に元気に登校
してください。

 

09:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/22 パンジーの花苗を植えました  | by ⽵野⼩学校

１２月２２日（火）
　京都府立丹波自然運動公園の開園５０周年を記念してパンジーの花苗を配付される事業の紹介を受けて、竹野小学校では
「一人ひとプランター」で全校児童に移植体験をさせるとともに、学校前の沿道に設置して地域の方に見ていただこうと考え、地
域学校協働活動に位置付けて取り組みました。
　金延さん（竹野小地域コーディネーター）に移植作業や管理方法の講師をしていただき、まずは１年生から３年生までが作業
をしました。地域の方の目を楽しませてくれる日が待ち遠しいです。
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14:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/21 セカンドブック事業  | by ⽵野⼩学校

１２月２１日（月）
　京丹波町より、１年生に絵本をプレゼントしていただく事業が実施されました。
　幼児期にプレゼントされる「ブックスタート事業」に続く「セカンドブック事業」です。
　数冊の絵本から、それぞれ１年児童が選んだ１冊を、サンタさんから贈られました。児童は、とても嬉しそうに絵本を手にして
います。この事業で、本が大好きになってほしいと願っています。

 

14:45 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/19 サタデープラン（しめ縄教室）  | by ⽵野⼩学校

１２月１９日（土）
　サタデープラン実行委員会（代表：野田竹野地区区長会長）主催のしめ縄教室が開催されました。
　児童と保護者、実行委員、各区長、学校評価委員、合計４５名の参加のもと、しめ縄についてのいわれや材料、ワラのない方
などの説明があり、早速グループに分かれて製作に入りました。
　手のひらを重ね合わせてワラをよじっていく（なう）のはとても難しく、高学年児童も悪戦苦闘でしたが、コツをつかむとスピード
が上がり、「めがね」と呼ばれているしめ縄飾りを全員が完成させることができました。
　ご指導いただいた、地域の方々に感謝いたします。

 

11:50 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/18 ⽵野活性化委員会運営委員会  | by ⽵野⼩学校

１２月１７日（木）
　竹野活性化委員会第２回運営委員会が開かれ、１２月までの事業内容の報告と、今後の活動について協議されました。
　小学校に関する項目では、今月１９日（土）に計画されている「サタデープラン（しめ縄教室）」と、１月２３日（土）に予定されて
いる「サタデープラン（とんがり山登山）」について報告がありました。新型コロナウイルス感染症防止対策として、今年に限り、
児童とその保護者のみを対象とする内容について承認されました。
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09:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/17 雪化粧  | by ⽵野⼩学校

１２月１７日（木）
　昨夜から降り続いた雪は竹野の郷をすっぽりと覆い、朝日に照らされた学校はとてもきれいです。
　雪玉を作ったり積もった雪の中を歩いてきたりするなど、今朝も元気に登校してきた児童は、「おはようございます。」と大きな
声であいさつをして昇降口に入っていきました。１日のスタートです。　

　

11:00 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/16 おいしい給⾷  | by ⽵野⼩学校

１２月１６日（水）
　毎日、午前１１時３０分頃に丹波給食センターからコンテナに積載された給食が届きます。
　献立が楽しみな日は、職員室前の掲示板に確かめに来るなど、子ども達は給食が大好きです。
　配膳の間は静かに待ち、温かい給食を感謝していただいています。

 

12:35 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/15 初雪の舞う中で  | by ⽵野⼩学校

１２月１５日（火）
　ぐっと冷え込み、登校時間帯は厳しい寒さでした。そして、２時間目頃から竹野の郷に初雪が見られ、冬の到来を告げていま
す。
　中間休みの時間帯で雪の舞う中、６年生の児童が１年生と一緒にグラウンドで遊ぶ微笑ましい姿が見られました。いよいよ卒
業を意識し始める時期です。低学年に伝えたいことがいっぱいあることでしょう。
　若竹っ子は、みんな仲良しで、元気です。

10:40 | 投票する | 投票数(1)
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2020/12/10 学⼒診断テスト  | by ⽵野⼩学校

１２月１０日（木）
　児童の学力や学習状況、課題などを把握し、結果を踏まえて３学期からの指導に役立てるため、学力診断テストを実施しまし
た。
　このテストは、町内の全小学校で今週中に行われます。実施教科は、「国語・算数」です。

   
　　　　　２年生　　　　　　　　　　　　　　　　４年生　　　　　　　　　　　　　　６年生

10:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/07 「氷ができていたよ」  | by ⽵野⼩学校

１２月７日（月）
　冷え込みの厳しい朝でした。
　昨夜から気温が氷点下になっていたようで、学校の門柱などは霜が凍っていました。
　そんな中、元気に登校してきた児童が、「家の水たまりで、氷ができていたよ」と教えてくれました。今日は二十四節気の二
十一番目、大雪（たいせつ）です。

09:10 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/02 授業研究会（第４回）  | by ⽵野⼩学校

１２月２日（水）
　竹野小学校では、研究推進計画に基づいて第４回目の授業研究会を実施しました。
◇５年生国語
○単元名　【資料を用いた文章の効果を考え、それをいかして書こう】
○教材名　【固有種が教えてくれること】

◇２年生国語
○単元名【まとまりに分けて、お話を書こう】
○教材名【お話のさくしゃになろう】

　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、南丹教育局の小川指導主事や、京丹波町教育委員会
の平田指導主事、田端指導主事から、説明文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。

 

17:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/12/01 年末の交通事故防⽌府⺠運動  | by ⽵野⼩学校

１２月１日（火）～１２月２０日（日）
　京都府交通対策協議会では、上記の期間に「年末の交通事故防止府民運動」を展開されます。
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　○スローガン　『来る年の　安全願う　京の暮れ』

　児童の登下校時や下校後、休みの日など地域の方の見守りや声かけをよろしくお願いします。

16:40 | 投票する | 投票数(0)

2020/12/01 ＰＴＡ合同役員会  | by ⽵野⼩学校

１１月３０日（月）
　第４回合同役員会が開かれ、次年度の役員選出や会報誌の発行、学年ＰＴＡの取組について協議されました。
　合同役員会に先だって選挙管理委員会がもたれ、本部役員の選出等について協議されました。いよいよ年度末に向けての準
備が進められていきます。

　
　　（選挙管理委員会）　　　　　　　　　（合同役員会）

08:25 | 投票する | 投票数(0)

2020/11/27 PTA⼈権講演会  | by ⽵野⼩学校

１１月２７日（金）
　授業参観後の３校時に、ＰＴＡ主催の人権講演会が行われました。
　講師は、丹波ひかり小学校で通級指導教室を担当されている　北村美幸　教諭でした。テーマは『子育て』で、幼児期から児
童期までの子どもの発達について、その特徴を話された後、親としてどのように子ども達に関わり、親として生きていくのかについ
て、具体的な体験を交えながら講演をしていただきました。
　講演の最後に示された合い言葉は、【子育ては　みんなで】でした。
　教職員も児童理解の研修と位置付けて聴講させていただきました。

　

14:00 | 投票する | 投票数(0)

2020/11/27 ⼈権授業参観  | by ⽵野⼩学校

１１月２７日（金）
　本日２校時は、人権月間の取組を保護者や地域の方に見ていただく授業参観でした。
　道徳や学級活動、社会科などの授業の様子を参観していただきました。友達を大切にする気持ちを自分の言葉で発表する児
童や、これからも相手の気持ちを考えて行動することを宣言する児童など、１１月４日からの人権月間に取り組んできたことをもと
に発言することができていました。
　廊下には、「人権標語」や「ほっと　はあと　カード」が掲示され、参観いただいた方が立ち止まって見てくださっていました。
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12:50 | 投票する | 投票数(2)

2020/11/27 サーキュレーター  | by ⽵野⼩学校

１１月２７日（金）
　新型コロナウイルス感染症防止対策として教育委員会から備品購入予算をいただき、各教室に設置したサーキュレーターの使
用状況をお知らせします。
　換気を目的とするのではなく、エアコンの温風を循環させて暖房効果を高めるために、教室の角に置いてエアコンに向かって
風を送るようにしています。首振り機能付きですので、均一効果を期待できます。

08:15 | 投票する | 投票数(1)

2020/11/26 就学時健康診断  | by ⽵野⼩学校

１１月２６日（木）
　令和３年度入学予定児童の就学時健康診断を行いました。
　午後から、保護者とともに竹野小学校へやってきた子ども達に、学校医による内科検診や歯科検診、学校職員による適性検査
などを実施しました。
　検診の時間を使い、保護者の方に向けて学校の概要や学用品等についての説明も行いました。また、来年２月に半日入学
（入学説明会・新入生体験入学）を実施します。

16:30 | 投票する | 投票数(1)

2020/11/25 林業体験５年⽣  | by ⽵野⼩学校

１１月２５日（水）
　竹野地区財産区が所有されている山林を活用し、身近な森林や林業についての学びや憩いの場として整備する事業に５年生
児童が参加させていただきました。
　午前９時４０分、京都府立林業大学校の学生さんと地元財産区関係者の方が学校前の山すそに集合されました。５年生もそこ
に合流し、歩道の整備や雑木の整理伐の様子を見学させていただきました。ノコギリを使って伐採の体験もさせていただいたり、
遊び場にロープを使って作られた遊具で遊んだりしました。
　この事業は３年目です。子ども達には、体験を通して自然や林業に関心をもってほしいです。

　

13:30 | 投票する | 投票数(0)

2020/11/20 サタデープラン実⾏委員会  | by ⽵野⼩学校

１１月１９日（木）
　平成１４年度から学校が週５日制になったことに伴い、当時の区長会を中心に「サタデープラン協議会」が発足され、土曜日の
有効活用について話し合われると共に、児童の豊かな体験活動を企画・実施されてきました。
　今年は、新型コロナウイルス感染症の予防措置をとりながら、２つの事業を実施することになりました。
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◎第１回サタデープラン「しめ縄教室」　１２月１９日（土）　９：３０～１１：３０　体育館
◎第２回サタデープラン「とんがり山登山」　１月２３日（土）　※予定

　なお、天候等の事情により中止になる場合があります。

10:40 | 投票する | 投票数(0)

2020/11/18 算数チャレンジ  | by ⽵野⼩学校

１１月１８日（水）
　昨日に引き続き、本日の２校時に算数科の基礎学力向上をねらって、「算数チャレンジ」を行いました。
　学年によって異なりますが、問題数は２０問から５０問です。国語チャレンジと同様に、担任が問題を作成し、児童が自分の満
点となる問題数を目標設定して取り組みました。実施中は学校から児童の声が消え、プリントに書き込まれていく鉛筆の音が響
いていました。
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2020/11/18 ＰＴＡ登校指導  | by ⽵野⼩学校

１１月１８日（水）
　竹野小学校ＰＴＡの登校指導の様子です。
　朝の忙しい時間帯ですし、そのまま出勤される方もあることから、自転車を押しながら児童と一緒に歩いてくださったり、事前
に自家用車を学校横駐車場に移動させておかれたりするなど、いろいろと工夫していただいています。本当にありがとうござい
ます。
　今朝も、登校班児童と一緒に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。
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2020/11/17 国語チャレンジ  | by ⽵野⼩学校

１１月１７日（火）
　国語科の基礎学力向上をねらって、１学期から１０月末までの国語の時間に学習した平仮名や片仮名、漢字の内容から担任
が問題を作成し、児童が自分の満点となる問題数を目標設定して、全校で２時間目に取り組みました。
　昨年度までは、「ひらがな・漢字大会」という名称で取り組んでいましたが、児童の学習意欲をさらに高めるため、個々に満点数
を設定する方式に変更しましたので、名称も【国語チャレンジ】としています。
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2020/11/16 ⽵野のステキ⾒つけ（⽣活科）  | by ⽵野⼩学校

１１月１６日（月）
　１年生と２年年生の児童は、生活科の学習で学校近くにある、「葛城神社」の見学に行きました。朝からいいお天気で、ポカポ
カの見学日和でした。
　大きな鳥居をくぐって入り、絵馬を見てから社のお参りをするなど、たくさんの発見があったようです。まとめと並行して神社の絵
を描く予定です。
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