
2021/11/25 和⾷献⽴の⽇  | by ⽵野⼩学校

１１月２５日（木）
　今日の給食は「和食献立の日」でした。
　牛乳、ごはん、鶏肉のさっぱり煮、ほうれん草と白菜のおひたし、すまし汁です。
　『いい日本食』の語呂合わせから１１月２４日は「和食の日」と制定されたそうです。出汁を味わいながら、和食の良さを知るい
い機会となりました。
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2021/11/17 ⿊⾖の学習３年  | by ⽵野⼩学校

１１月１７日（水）
　３年生が若竹っ子学習発表会でも取り上げていた特産品の「黒豆」について、学校近くで栽培されている今西さんから収穫体
験のお話をいただき、本日行かせていただきました。
　毎日の登下校で目にはしていたものの、実際に畑に到着すると広さに驚いていました。豆の特徴を教わり、早速収穫作業で
す。
　貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。
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2021/11/16 持久⾛記録会  | by ⽵野⼩学校

１１月１６日（火）
　持久力の向上を図ることや、個々の目標に向かって最後まで走りきろうとする粘り強い心を育てることをねらいに持久走記録
会を実施しました。
　体育の時間や中間休みの時間（元気っ子タイム）にペースを守って走り続ける練習をしてきました。低学年は800m、中学年
は1000m、高学年は1200mです。
　また、京都トレーニングセンターの指導員さんからも走り方などのアドバイスを受けています。今年は、保護者の参観もあり子
ども達は声援を受けて力一杯走っていました。
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2021/11/09 秋季⽕災予防運動  | by ⽵野⼩学校

１１月９日（火）
　本日より１１月１５日（月）まで、全国一斉に秋季火災予防運動が取り組まれます。学校では、ストーブ利用時期を前に、火の
取り扱いなどについて各学級で指導する予定です。
◎全国統一標語
『おうち時間　家族で点検　火の始末』
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2021/11/06 若⽵っ⼦学習発表会  | by ⽵野⼩学校

１１月６日（土）
　２年ぶりに「若竹っ子学習発表会」を開催しました。
　コロナ禍のため新しい学校生活の決まりを守りながらそれぞれの学級で練習を積み重ねてきました。たくさんの保護者の参
観があり、子ども達は笑顔で堂々と発表できたことに満足している様子でした。
（１）低学年「たのしい　そらのたびへ　しゅっぱつだ！」
（２）中学年「ふるさと竹野、つなげよう心と心」
（３）高学年「旅をしよう、世界の国へ！」
（４）全校合唱「野に咲く花のように、ふるさと」
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2021/10/29 修学旅⾏⑭  | by ⽵野⼩学校

帰路③

１６︓５５に⼤原野ICを通過しました。
渋滞にも遭っていない様⼦です。
予定通り進んでいます。
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2021/10/29 修学旅⾏⑬  | by ⽵野⼩学校

帰路②

６年⽣たちは、バスで京丹波町に向かっています。
予定どおり１６︓００に⼟⼭SAを出発しています。
この後、名神⾼速道路で渋滞に遭わなければ
予定の時間に帰着しそうです。
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2021/10/29 修学旅⾏⑫  | by ⽵野⼩学校
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帰路

たくさんの思い出とおみやげを持って帰ります。
予定どおり１４︓００にスペイン村を出発しました。

学校帰着予定は１７︓３０ごろとなります。
保護者の皆様にはお迎え、⼤変お世話になります。

帰着時間が⼤きく変更しそうな場合はお知らせ致します。

14:13 | 投票する | 投票数(4)

2021/10/29 修学旅⾏⑪  | by ⽵野⼩学校

昼⾷
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午前中、スペイン村内のいろんなアトラクションに
乗ってお腹が空きました。エビフライカレーをいただきます。
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2021/10/29 修学旅⾏⑩  | by ⽵野⼩学校

スペイン村到着

スペイン村に到着しました。

⼦供たちはお⽬当てのアトラクションを⽬指して
駆け出していきました。

11:16 | 投票する | 投票数(3)

2021/10/29 修学旅⾏⑨  | by ⽵野⼩学校

出発
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２⽇⽬の活動のためにしっかり朝⾷を⾷べます。

出発式です。
お世話になった⽇章館さんに感謝の気持ちを伝えて
さあ出発です︕

10:21 | 投票する | 投票数(1)

2021/10/29 修学旅⾏⑧  | by ⽵野⼩学校

⽇の出
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２⽇⽬の朝、みんな元気な様⼦です。
眠い⽬をこすりながら⽇の出を⾒に⾏きました。

⾵は冷たかったけれど朝の空気は澄んでいました。

きれいな⽇の出が⾒られたかな︖
６年⽣が帰ってきたら聞いてみてください。

08:37 | 投票する | 投票数(2)

2021/10/29 修学旅⾏⑦  | by ⽵野⼩学校
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おみやげを買いに

⼣⾷後は買い物の時間でした。

どれにしようかと、楽しく話しながら買ったり
ずいぶん悩みながら買ったりしました。

家族の顔を思い浮かべながら選びました。
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2021/10/28 修学旅⾏⑥  | by ⽵野⼩学校

⼣⾷

待ちに待った⼣⾷です。
みんな１⽇たくさん歩いて、たくさん楽しんだので
お腹がペコペコです。

いただきま〜す︕
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おいしい⼣⾷をみんなニコニコと⾷べているそうです。
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2021/10/28 修学旅⾏⑤  | by ⽵野⼩学校

⼆⾒ヶ浦

⼆⾒ヶ浦に到着しました。

天気はよいですが、波⾵がやや強く
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少し肌寒くなってきたようです。

そして、今夜お世話になる「⽇章館」さんに到着しました。
この後、⼊館式、⼣⾷、お⾵呂、夜の買い物と
まだまだ楽しみは続きます。
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2021/10/28 ６年⽣不在の⽵野⼩学校  | by ⽵野⼩学校

６年⽣は、修学旅⾏で元気に過ごしているようです。
さて、１〜５年⽣は６年⽣がいない１⽇を
⾃分たちの⼒で頑張って過ごしました。

今⽇の掃除はなかよし（たてわり）班ではなく
各学年で教室の掃除をしました。
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委員会の当番活動も４、５年⽣だけでやりました。
明⽇も頑張ります︕
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2021/10/28 修学旅⾏④  | by ⽵野⼩学校

⿃⽻⽔族館

⿃⽻⽔族館に到着しました。みんな元気に過ごしています。

http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=josuap9fk-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C%E2%91%A3%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=josuap9fk-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=josuap9fk-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C%E2%91%A3%27),%20%27_blank%27);


館内を巡ってどんな⿂や⽔⽣⽣物が⾒られるかな︖

16:22 | 投票する | 投票数(5)

2021/10/28 修学旅⾏③  | by ⽵野⼩学校

⼆⽉堂

⼆⽉堂から⾒下ろす奈良市内の景⾊が美しかったです。
修学旅⾏の思い出の⼀つとして６年⽣の⼼に刻まれたことでしょう。

12:39 | 投票する | 投票数(5)
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2021/10/28 修学旅⾏②  | by ⽵野⼩学校

東⼤寺到着

東⼤寺に到着しました。

全員元気です。

⼤仏を⾒上げて、その⼤きさにびっくりです︕

10:43 | 投票する | 投票数(5)

2021/10/28 修学旅⾏①  | by ⽵野⼩学校

10⽉28⽇（⽊）と29⽇（⾦）は本校６年⽣の修学旅⾏です。
全員そろっての出発式の後、予定どおり午前８時に出発しました。
午前は奈良公園や東⼤寺等へ、午後は⿃⽻⽔族館へ⾏きます。
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天気は快晴の予報︕思い出深い２⽇間になりますように︕

09:43 | 投票する | 投票数(5)

2021/10/19 うたごえコンサート  | by ⽵野⼩学校

１０月１９日（火）
　音楽専科指導でお世話になっている服部先生のグループの方々にお越しいただき、『うたごえコンサート』（芸術鑑賞会）を実
施しました。
　出演者は、ソプラノ・メッツオソプラノ・テノール・バリトンの歌手の方と、ピアノ伴奏者の５名です。児童がよく知っている、となり
のトトロより「さんぽ」の合唱で始まり、日本の童謡メドレーでは自然に体がリズムに合わせて動き出す様子も見られました。
　プロによる合唱や演奏に直接ふれることで、子ども達の感性が磨かれて価値観も高まり、豊かに表現できるようになってくれ
ることを期待しています。

   

14:15 | 投票する | 投票数(1)

2021/10/16 スポーツフェスタ2021  | by ⽵野⼩学校

１０月１６日（土）
　緊急事態宣言の発令に伴って実施を一ヶ月延期していた『スポーツフェスタ2021』は、好天に恵まれて本日開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、地域と共催の「大運動会」は今年も見送りとなりましたが、保護者の応援と親
子競技への参加をいただいて、大いに盛り上がりました。参観に来てくださった人数は９１名でした。
　低学年のはつらつとした姿と、高学年の充実した笑顔は、トップページのスライド写真をご覧ください。
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13:10 | 投票する | 投票数(2)

2021/10/15 「世界⾷料デー」について  | by ⽵野⼩学校

１０月１５日（金）
　１０月１６日は、国連が制定した「世界食料デー」です。世界の食料について考える日です。日本では、１０月の一ヶ月間を「世
界食料デー」月間としています。
　世界では、全ての人が十分に食べられるだけの食料が生産されていますが、８億１１０００万人が飢えているそうです。一方
で、たくさんの食べ物を輸入しながら、たくさん捨てている私たち。世界中のみんなが食べられるようにするにはどうしたらいい
のか、この月間をきっかけに一緒に考えてみましょう。
（京丹波町立丹波学校給食センターの「１０月こんだて表」より）

16:20 | 投票する | 投票数(1)

2021/10/13 親⼦競技の練習（低学年）  | by ⽵野⼩学校

１０月１９日（火）
　低学年体育の時間の様子です。
　今年は実施できることになった親子競技の「デカパン競争」。低学年にとっては初めての経験となることから、体育館で練習を
しました。デカパンの片方にはお家の方が入っておられる想定で一生懸命走っていますが、ついつい笑顔になってしまうのはど
うしてでしょうね。

 

14:31 | 投票する | 投票数(0)

2021/10/12 グラウンドの草ひき  | by ⽵野⼩学校

１０月１２日（火）
　いよいよ週末が「スポーツフェスタ2021」となりました。児童は、自分たちが走るコースや綱引きをする場所などの小石を拾っ
たり草ひきをしたりしました。準備は着々と整ってきましたが、天候が少し気になります。
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16:26 | 投票する | 投票数(0)

2021/10/11 松ぼっくりの置物  | by ⽵野⼩学校

１０月１１日（月）
　毎年、本校児童が米づくりなどの農業体験をさせていただいている地域の方【山田元（はじめ）さん】より、子ども達に見せて
やってほしいと近所に落ちていた松ぼっくりを並べてボンド付けされた作品をいただきました。
　とても大きな松ぼっくりに、「どこにあるのかな。」と子ども達も驚いていました。昇降口に飾っています。

16:06 | 投票する | 投票数(0)

2021/10/08 ５年⽣宿泊体験学習（海塾・退所式）  | by ⽵野⼩学校

１０月８日（金）
　海中で採取したものの中で、海藻やプランクトンについては施設の顕微鏡を使って観察しています。新たな発見がたくさんあ
りました。
　２日間の体験学習を終え、退所式では初めて経験したことや発見など、成長した自分を振り返る発表をしました。
　施設を出発し、天橋立では宮津湾を吹き抜ける心地よい風も満喫しました。
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16:11 | 投票する | 投票数(0)

2021/10/08 ５年⽣宿泊体験学習（散歩・海塾）  | by ⽵野⼩学校

１０月８日（金）
　体験学習の２日目は、朝の散歩からスタートです。全員早起きでした。
　午前中のプログラムは『海塾』です。少し海水は冷たかったようですが夢中で磯観察をしています。いろいろな生き物を採取す
ることができました。

 

 

10:10 | 投票する | 投票数(0)

2021/10/08 ５年⽣宿泊体験学習（⽕起こし体験）  | by ⽵野⼩学校

１０月７日（木）
　夕食後に火起こしの体験活動をしました。
　自分たちで集めた枯れ草や小枝にマッチ一本で火をつけ、だんだんと火を大きくしていきました。失敗を繰り返しながら、燃え
るものの重ね方や置く順番について試行錯誤し、ついに大きな火にすることができました。
　火が大きくなったら、自分たちで刈り取った笹を材料にして、笹茶を入れて飲みました。味は？５年生に聞いてみてください。
　活動後に一日の振り返りをして就寝です。
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09:30 | 投票する | 投票数(0)

2021/10/07 ５年⽣宿泊体験学習（お⾵呂〜⼣⾷）  | by ⽵野⼩学校

１０月７日（木）
　５年生は、全員元気に午後の活動を終えました。
　一日の汗と疲れを流すため、『うみほし風呂』にいきました。窓からの眺めは最高だったそうです。
　そして夕食です。たくさん活動したこともあり、近くの漁港で水揚げされたトビウオのフライがとてもおいしくて、しっかり食べま
した。この後は火起こし体験に取り組みます。

 

18:31 | 投票する | 投票数(0)

2021/10/07 ５年⽣宿泊体験学習（森塾）  | by ⽵野⼩学校

１０月７日（木）
　午後のプログラムで「森塾」を体験しました。
　森の中で見られる植物について学びました。触るとかぶれてしまう「ヌルデ」の見分け方はバッチリできるようになりました。
　森塾の後半は、森の保全活動のお手伝いをしました。他の植物に日光が当たるように、笹を刈ったり木の剪定をしたりしまし
た。
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2021/10/07 ５年⽣宿泊体験学習（⼊所式〜昼⾷）  | by ⽵野⼩学校

１０月７日（木）
　施設に到着し、１０時から入所式を行いました。施設の方から「みんなが使う施設なので、ルールを守ること。」「みんなで協力
して楽しい２日間にすること。」というお話を聞きました。
　入所式の後は、アイスブレイクのゲームをしました。チームワークを高めるゲームをして、２日間のスタートを切りました。

 

　昼食前には周辺の散策をしましたが、素晴らしい好天です。そして、午後のプログラムに備えて、おうちの方に作っていただい
たお弁当でエネルギーチャージしました。

 

13:53 | 投票する | 投票数(0)

2021/10/07 ５年⽣宿泊体験学習（出発式）  | by ⽵野⼩学校

１０月７日（木）
　本日より５年生児童は野外学習を行っています。
　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由に中止しておりましたので、２年ぶりの行事となります。場所は、京
都府宮津市の「丹後海と星の見える丘公園」にある宿泊体験施設です。
〇出発式
　全員元気に登校しました。６年生や先生方、保護者の方に見守られ、活動への意欲が感じられました。
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09:30 | 投票する | 投票数(0)

2021/10/01 総合の学習（６年⽣）  | by ⽵野⼩学校

１０月１日（金）
　地元で生産されている香味食用油を題材にした総合的な学習の時間の授業で、６年生の児童が今年育てていたバジルを加
工されたオイル瓶にラベルを貼る体験をさせていただきました。
　　地元の会社「京都ものがたり」の、閔（みん）ナレさんにお越しいただき、収穫したバジルからオイルができあがるまでの工
程について説明を受けました。次は、販売の体験ができるのを楽しみにしています。

 

15:18 | 投票する | 投票数(1)

2021/09/28 まゆまろ給⾷  | by ⽵野⼩学校

９月２８日（火）
　今日の給食は、「まゆまろ給食」でした。
　京都府内産食材を活用した献立で、「牛乳、かむかむわかめごはん、鶏の竜田揚げ、三色和え、豆腐のみそ汁」です。子ども
達は笑顔で食べていました。

※京都府産食材は、「鶏」と「米（酒米）」を使っています。
　米は、お酒を造る目的で栽培されている酒米『祝』を使用しています。丹後・丹波で栽培されています。
　鶏肉は、亀岡市で育てられている地鶏『丹波黒どり』です。
（京丹波町立学校給食センター「９月こんだて表」より）
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2021/09/21 秋の全国交通安全運動  | by ⽵野⼩学校

９月２１日（火）
　９月２１日（火）から３０日（木）までの１０日間、「令和３年秋の全国交通安全運動」が実施されます。京都府では、　「上がる
手を　守るやさしさ　京のみち」をスローガンに取り組みが進められます。
　竹野小学校は、全校児童が徒歩による登下校をしていますので、安全指導を行います。

14:39 | 投票する | 投票数(1)

2021/08/30 第２学期始業式  | by ⽵野⼩学校

８月３０日（月）
　２年ぶりに４０日間の夏休みが終わり、本日から２学期のスタートです。
　全児童が元気に登校し、体育館での始業式では、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。

10:05 | 投票する | 投票数(0)

2021/07/20 図書だより  | by ⽵野⼩学校

７月２０日（火）

　夏休みに向けて「図書だより」を発行しました。
　１学期の図書館教育の取組の紹介や、課題図書の紹介をしています。
　この夏を『たくさんの本と出会う夏』にしてほしいです。PTAの親子読書の取組もありますので、興味のある本を見つけて読ん
でみてください。

14:18 | 投票する | 投票数(0)

2021/07/16 劇団⾵の⼦関⻄ 公演  | by ⽵野⼩学校

７月１６日（金）
　令和３年度文化芸術による子ども育成総合事業（芸術家の派遣事業）で、「劇団風の子関西」のみなさんによる『京のおまつ
りぴーひゃらどん』の公演をしていただき、全校児童が鑑賞しました。
　竹とんぼやコマ回し、お手玉など伝承遊びの演目で、子ども達は笑顔いっぱいで見入っていました。
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11:30 | 投票する | 投票数(0)

2021/07/16 PTA登校⾒守り活動  | by ⽵野⼩学校

７⽉１６⽇（⾦）
 １学期最後のPTA朝の登校⾒守り並びにあいさつ声かけ運動をしていただきました。
 ⼦ども達は、⼀緒に歩いて登校してくださるのをとても楽しみにしています。今⽇も元気な声で「おはようござい
ます。」と⾔って校舎に⼊っていきました。

09:30 | 投票する | 投票数(0)

2021/07/08 ７⽉８⽇（⽊）臨時休校（⼤⾬警報）  | by ⽵野⼩学校

７⽉８⽇（⽊）
本⽇、午前６時の時点で「⼤⾬警報」が発表されているため、「臨時休校」とします。
危険な場所に⾏かないようにし、安全に過ごしてください。
家庭学習や明⽇の授業の⽤意などについて聞きたいことがある場合は、担任の先⽣に尋ねてください。
なお、校区内の安全確認のため、地域担当が午前１０時頃にパトロールをします。

06:40 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/26 交通安全教室  | by ⽵野⼩学校

４月２６日（月）
　交通安全教室を実施しました。
　高学年では、自転車の正しい乗り方について学習し、「自転車運転免許試験」にチャレンジしました。実技試験では、街中で
の走行を想定してグラウンドに設営されたコースを走りました。
　後方確認や横断する際の注意点など、教わったことをもとにして緊張した表情で試験を受けていました。また、スラローム走
行などの体験もさせていただきました。
　安全に気をつけて乗ってほしいです。
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15:20 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/23 授業参観中⽌のお知らせ  | by ⽵野⼩学校

４⽉２３⽇（⾦）
 明⽇（２４⽇︓⼟曜⽇）１時間⽬に予定しておりました授業参観につきましては、「緊急事態宣⾔」が４⽉２５⽇

（⽇）から５⽉１１⽇（⽕）までの期間発令される動きとなったことなどから判断し、「中⽌」とさせていただ
きます。
 なお、⼟曜⽇ですが、午前中４時間の授業は実施いたします。
 担任より各ご家庭に連絡させていただきましたが、直前の判断となってしまいましたことをお詫びいたします。
 ⼤変申し訳ありませんがご理解とご協⼒をいただきますよう、お願いいたします。

18:50 | 投票する | 投票数(3)

2021/04/21 １年⽣かんげい会  | by ⽵野⼩学校

４⽉２１⽇（⽔）
 ４⽉に⼊学してきた４名の１年⽣を温かく迎え、⼀緒に楽しい時間を過ごす「１年⽣かんげい会」を実施しまし
た。
 ６年⽣を中⼼に進⾏や交流の内容を相談し、密を避けながらできるゲームなどを運営しました。運動場では「ドッ
ジビー」や「転がしドッチ」を、校舎内では「クイズ・なぞなぞ」や「空き⽸ボーリング」、「⾵船バレー」を楽し
みました。
 お天気もよく、笑顔いっぱいの取組となりました。
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17:45 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/21 テント贈呈式  | by ⽵野⼩学校

４⽉２１⽇（⽔）
 園部ライオンズクラブでは、南丹市並びに京丹波町のすべての⼩学校に対して、児童の健やかな成⻑を願われ、熱
中症対策などに活⽤するようにと⼤型テントを寄贈してくださいました。
 京丹波町では、本校が代表受領校の指名を受けました。
 贈呈式では、⼈⾒会⻑様から児童への⾔葉のあと、樹⼭教育⻑が⽬録を受け取られました。児童は、拍⼿でお礼の
気持ちを表しました。
 連休明けから熱中症対策としてグランドに常設し、⼤切に活⽤させていただきます。本当にありがとうございまし
た。

 

16:15 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/20 NHK京都放送局の取材  | by ⽵野⼩学校

４⽉２０⽇（⽕）
 校区内にお住まいで、⽵野⼩学校の読み聞かせボランティアをお世話になっている今⻄宏さんより、⼿作りのお話
ＤＶＤをお借りして、低学年児童が視聴させていただきました。
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 昨年度からコロナ禍で読み聞かせが実施できないことからＤＶＤ制作を考案され、新⼊学した１年⽣への温かいメ
ッセージも⼊っていました。
 その様⼦を、NHK京都放送局が取材され、次の⽇程で放送されるという情報が⼊りましたのでお知らせします。

４⽉２２⽇（⽊）１１︓３０〜正午
 NHK総合「ぐるっと関⻄おひるまえ」
４⽉２２⽇（⽊）１８︓３０〜１９︓００
 NHK総合「ニュース６３０京いちにち」

なお、放送終了後は、NHK京都放送局のHPからもご覧いただけるそうです。

 

12:50 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/16 PTA登校⾒守り運動  | by ⽵野⼩学校

４⽉１６⽇（⾦）
 ⽵野⼩学校PTAの活動⽅針に基づいて、今年度も毎⽉１６⽇を基準⽇に朝の登校⾒守り並びにあいさつ声かけ運動
を実施していただきます。
 ⼦ども達も元気な声で「おはようございます。」と⾔って登校してきました。みんなが毎回楽しみにしています。

 

10:30 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/12 理科専科教員  | by ⽵野⼩学校

４⽉１２⽇（⽉）
 今年度より、丹波ひかり⼩学校に籍を置き、下⼭⼩学校と⽵野⼩学校にそれぞれ週に２⽇間ずつ指導に来てもらう
「理科専科教員」が配置されました。
 ⽵野⼩学校では、４年⽣と６年⽣の理科を指導していただきます。

https://www.nhk.or.jp/kyoto/index.html
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jozj16mal-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27PTA%E7%99%BB%E6%A0%A1%E8%A6%8B%E5%AE%88%E3%82%8A%E9%81%8B%E5%8B%95%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=jozj16mal-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=jozj16mal-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27PTA%E7%99%BB%E6%A0%A1%E8%A6%8B%E5%AE%88%E3%82%8A%E9%81%8B%E5%8B%95%27),%20%27_blank%27);
http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joglsai9m-183#_183
javascript:void window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E7%90%86%E7%A7%91%E5%B0%82%E7%A7%91%E6%95%99%E5%93%A1%20http://www.kyoto-be.ne.jp/takeno-es/cms/index.php?key=joglsai9m-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=joglsai9m-183%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E7%90%86%E7%A7%91%E5%B0%82%E7%A7%91%E6%95%99%E5%93%A1%27),%20%27_blank%27);


     ４年⽣理科の様⼦

11:25 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/09 ⼊学式  | by ⽵野⼩学校

４⽉９⽇（⾦）
 暖かな春の⽇ざしを浴びて⽞関のスイセンやパンジーが咲きほこる本⽇、保護者の⽅をはじめ、来賓の⽅に⾒守ら
れながら、４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３２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。

       受付の様⼦          ６年⽣による歓迎の⾔葉

 

10:15 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/08 着任式・始業式  | by ⽵野⼩学校

４月８日（木）
　本日、新たに４名の先生を迎える着任式を行いました。
　そして、着任式後に始業式を行いました。式では、【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」についての話と、一人一人が１年間の目標を立てて活動していくこと。そして、新型
コロナウイルス感染症に気をつけていくため、「新しい学校生活の決まり」を守って学校生活を送っていくように呼びかけた後、
担任発表をしました。

　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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     「着任式」              「始業式」

 

14:10 | 投票する | 投票数(1)

2021/04/08 登校の様⼦  | by ⽵野⼩学校

４⽉８⽇（⽊）
 本⽇より令和３年度の学校⽣活がスタートします。
 通学班ごとに６年⽣が先頭に⽴って安全旗を持ち、⼀列に並んで登校してくる様⼦です。学校が待ち遠しかったよ
うで、笑顔いっぱいに爽やかなあいさつをしてくれました。

 

11:20 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/06 春の全国交通安全運動  | by ⽵野⼩学校

４月６日（火）
　本日より、４月１５日（木）までの１０日間、「令和３年春の全国交通安全運動」が実施されます。
　◎スローガン「京の春　目と手で合図　ゆずり合い」

　竹野小学校では、４月８日（木）の始業式の日から４日間、教職員で分担して朝の登校指導を実施します。また、１２日（月）
は通学班会を行うことから、一緒に歩いて下校指導も行います。

13:05 | 投票する | 投票数(0)

2021/04/05 離任式  | by ⽵野⼩学校

４月５日（月）
　お世話になった先生とお別れをする「離任式」を行いました。
　９年間から１年間まで、期間はそれぞれでしたが、４名の先生方から児童の素晴らしいところについて例を挙げながら紹介し
ていただき、たくさんの思い出ができたことを話してくださいました。
　新６年生の代表児童がお礼の言葉を添えて花束を渡し、別れを惜しんでいました。いろいろと教えていただき、大変ありがとう
ございました。
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