
2022/03/13 ３⽉１４⽇（⽉）からの学校再開  | by ⽵野⼩学校

３月１３日（日）
　本日正午の時点で、校内濃厚接触者にあたる児童は確認されておらず、感染拡大の状況がないことが判明しました。
　学校医、教育委員会と連携し、３月１４日（月）から全学年の登校を再開することとしました。学校では、明日からの教育活動
において、感染対策や消毒作業に努めてまいります。
　引き続き、ご家庭におかれましても児童の体調管理をよろしくお願いします。
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2022/03/11 臨時休業第３⽇（その２）  | by ⽵野⼩学校

３月１１日（金）
　児童の体調管理につきまして、大変お世話になっております
　明日１２日（土）は学校からご家庭への健康観察などに係る電話連絡は予定しておりません。もし、児童に発熱などの症状が
ある場合は、学校携帯までご連絡ください。
　また、１３日（日）の午前１０時以降に、随時健康状態の確認のため、家庭連絡をさせていただきます。その後に全体の集約
を行い、１４日（月）からの学校再開について学校医、教育委員会と連携した上で決定します。
　引き続き、ご家庭におかれましても児童の体調管理をよろしくお願いします。
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2022/03/11 臨時休業第３⽇  | by ⽵野⼩学校

３月１１日（金）
　本日も、午前１０時頃より各担任が手分けをし、電話にて健康観察をさせていただきます。また、午前１１時から午後２時の間
に、金曜日、土曜日、日曜日分の学習課題や次週計画表をポスト投函方法で配付します。
　引き続き、ご家庭におかれましても児童の体調管理をよろしくお願いします。
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2022/03/10 臨時休業第２⽇  | by ⽵野⼩学校

３月１０日（木）
　昨日夕方に、本校教職員１名の新型コロナウイルス感染が判明しました。
　学校医と相談し、今週の学校内での児童や教職員間の行動等から「濃厚接触者なし」となりました。
　本日も、午前１０時より各担任が手分けをし、随時電話にて健康観察をさせていただきます。引き続き、ご家庭におかれまし
ても体調管理等をよろしくお願いします。
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2022/03/09 臨時休業第１⽇  | by ⽵野⼩学校

３月９日（水）
　急な学校の臨時休業につきまして、各ご家庭にはご負担をおかけしています。
　本日、午前１０時より各担任が手分けをし、随時電話にて健康観察を行います。回線数が限られているため時間差がおこりま
すがご承知おきください。
　また、本日と明日の２日分の課題を、午前１１時～午後２時の間に各家庭のポストに入れますのでご確認ください。
　なお、課題の提出は来週１４日（月）の登校時としております。よろしくお願いします。
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2022/03/08 学校の臨時休業について  | by ⽵野⼩学校

３月８日（火）
　学校の臨時休業についてのお知らせです。教職員が「新型コロナウイルス感染疑い」となりました。
　児童への感染拡大を防ぐため、３月９日（水）～３月１１日（金）を臨時休業とします。
　保護者の皆様におかれましては、急な対応でご迷惑をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろしくお願いします。
　明日以降の健康観察や学習課題等の連絡については、明日あらためてお知らせします。
　なお、児童の体調観察をお世話になり、発熱等がある場合は医療機関への受診と合わせて、学校までご連絡ください。
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2022/03/01 春季⽕災予防運動  | by ⽵野⼩学校

３月１日（火）
　３月１日より７日まで、春季火災予防運動週間となります。
　全国統一標語は、「おうち時間　家族で点検　火の始末」です。
　各家庭においても火の取り扱いについて話題にしていただきますようお願いします。
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2022/02/01 学年PTA１年  | by ⽵野⼩学校

２月１日（火）
　1年学級では、今年度初めての学年PTAが行われました。1学期にも計画されていましたが緊急事態宣言が適応されていた
ことから中止となっていました。
　子ども達は感染防止の決まりを守りながら、保護者と一緒にペットボトルボーリングなどの交流を大いに楽しむことができまし
た。
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2022/01/28 給⾷週間  | by ⽵野⼩学校

１月２８日（金）

　１月２４日より１週間、給食週間の取組に伴う特別献立となっています。
◎月曜日＜北海道＞
◎火曜日＜四国＞
◎水曜日＜西日本＞
◎木曜日＜東日本＞
◎金曜日＜九州＞

　２８日（金）の献立は、
　牛乳、さつますもじ、鶏汁、さつまいも煮、いちごゼリーでした。
　鹿児島県の郷土料理「さつますもじ」は、ちらしずしのことです。季節の食材を具
に、細かく切ったさつま揚げやかまぼこが入った家庭的なちらすずしとして、昔から
食べられてきました。
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　２７日（木）の献立は、
　牛乳、ごはん、たらの竜田揚げ、白
菜の浅漬け、きりたんぽ鍋風でした。
　「きりたんぽ」は、秋田県の郷土料
理で、山仕事の際に残ったごはんを
こねて、木の棒の先に巻き付けたり、
鍋に入れて食べたのが「たんぽ」の
始まりだそうです。

　２６日（水）の献立は、
　牛乳、ごはん、さわらフライ、金山寺
みそ和え、ばち汁でした。

　ばち汁は、兵庫県播州地方の郷土料理です。「ばち」とは、そうめんを作るときに
できる切り落とした端の部分のことで、三味線のバチの形に似ているので「ばち」
とよばれるようになったそうです。

　２５日（火）の献立は、
　牛乳、ごはん、はまちの南部焼き、
スダチ和え、松山揚げのみそ汁でし
た。
　「松山揚げ」は、愛媛県の特産品
で、１００年以上前から松山市内で作
られてきた伝統食品です。

　２４日（月）の献立は、
　牛乳、とうもろこしごはん、ザンギ、

玉ねぎサラダ、大地の恵みスープでした。
　「ザンギ」は、北海道生まれの鶏の唐揚げです。
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2022/01/25 栄養指導  | by ⽵野⼩学校

１月２５日（火）
　給食週間の取組として、丹波ひかり小学校の栄養教諭をされている榎川先生に来ていただき、低・中・高学年に分かれて栄
養指導をしていただきました。食材について学んだり、給食センターでの調理について学んだりするなど、集中してお話を聞い
ていました。
〇低学年「どんな野菜があるかな？」
〇中学年「噛むことって？」
〇高学年「誰に食べてもらいたい？」
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2022/01/18 PTA登校指導  | by ⽵野⼩学校

１月１８日（火）
　３学期最初のＰＴＡ登校指導（あいさつ運動）をお世話になりました。
　大粒の雪が舞う寒い朝となりましたが、通学班で決められた当番の保護者に付き添われ、白い息を吐きながら元気に登校し
てきました。あいさつもしっかり交わせています。感染症の予防をしながら学校生活を送っています。
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2022/01/14 臨時休業（⼤雪のため）  | by ⽵野⼩学校

１月１４日（金）
　昨夜からの降雪によって町内各校の通学路に積雪があるため、安全確保が困難との判断から全ての園と学校について、本
日（１月１４日（金））は臨時休業となりました。
　週末の家庭学習内容や次週の予定などについては、午前１０時以降に校区内パトロールを兼ねて「家庭訪問で手渡し」又は
「ポストイン」させていただきます。
　安全に気をつけて過ごすよう、声かけをよろしくお願いします。
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2022/01/11 書き初め⼤会  | by ⽵野⼩学校

１月１１日（火）
　新春書き初め大会を行いました。
　感染症対策として全校一堂に会しての実施はせず、各学年ごとに教室で取り組みました。低学年は硬筆習字で、中学年高
学年は毛筆習字です。
　みんな、集中して取り組んでいました。できあがった作品は各学級廊下の掲示板などに展示しています。
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2022/01/07 第3学期始業式  | by ⽵野⼩学校

１月７日（金）
　１３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。
　雪の舞う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、ストーブで暖をとりつつ
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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2021/12/24 第２学期終業式  | by ⽵野⼩学校

１２月２４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の拡大防止策として１学期の行事を２学期に延期して実施したこともあったため、あわただしく過ぎ
ていった８１日間でしたが、子ども達は、学習活動や学校行事それぞれの場面でそれぞれの力をさらに伸ばし、一回り大きくな
って終えることができました。保護者や地域の皆様のご支援に心から感謝します。
　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。第３学期は１月７日（金）から始まります。みなさん元気に登
校してください。
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2021/12/24 冬休みのくらし  | by ⽵野⼩学校

１２月２４日（金）
　夏休みに比べると短い冬休みですが、年末年始に様々な行事があり、楽しみの多い期間です。きまりを守って、思い出に残
る冬休みにしましょう。
　『冬休みのくらし』

※１２月２８日（火）から１月４日（火）は、学校を閉鎖します。
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2021/12/20 年末防⽕運動  | by ⽵野⼩学校
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１２月２０日（月）
　今年も、１２月２０日（月）より１２月３１日（金）まで、年末防火運動が展開されます。師走の慌ただしさで火気の取り扱いがお
ろそかにならないよう気をつけましょう。
　学校では、冬休みの暮らしについて各学級で指導を進めています。
◎全国統一防火標語
『おうち時間　家族で点検　火の始末』

18:10 | 投票する | 投票数(0)

2021/12/20 花苗定植  | by ⽵野⼩学校

１２月２０日（月）
　お昼休みの時間を使って、全校児童でパンジーとマリーゴールドの定植をしました。
　今年も丹波自然運動公園からたくさんの花苗をいただきましたので、地域学校協働活動に位置づけた取組として、地域の方
（地域コーディネーターさん）に来ていただいてプランターへの植え方を教わり、一人に３ポットずつ移植する体験をさせていただ
きました。
　大きな花が咲くように世話をしていきたいと思います。
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2021/12/18 しめ縄教室  | by ⽵野⼩学校

１２月１８日（金）
　サタデープラン実行委員会の主催による「しめ縄教室」が実施されました。
　昨夜からの雪で、竹野の里は白一色に塗りかえられましたが、申し込みをしていた児童が元気に体育館に集合しました。
　５名の講師の皆さんによる優しい手ほどきを受け、地域の伝統を学ぶとともに、交流をとおして生活の知恵などを学ぶことがで
きました。
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2021/12/17 PTA登校指導  | by ⽵野⼩学校

１２月１７日（金）
　今学期最後のＰＴＡ登校指導をお世話になりました。
　頬に当たる風がとても冷たくなってきましたが、子ども達はとても元気です。しっかりあいさつを交わしながら、今日も元気に登
校してきました。
　来週末で２学期の終業となります。
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2021/12/16 作って繋がるプロジェクト  | by ⽵野⼩学校

１２月１６日（木）
　京丹波町社会福祉協議会のデイサービスを利用されている方のうち、「縫い物クラブ」のメンバーがきれいな雑巾を手縫いで
作成されています。
　今回、この取組をとおして地域の絆を深めることを願われ、「作って繋がるプロジェクト」として町内全小学校に届けてくださるこ
とになりました。コロナ禍のため直接手渡しをすることがかなわず、本校に届けていただいた雑巾を児童代表（児童会本部委
員）に渡す式を行いました。大切に使わせていただきます。
　本部の児童は、情報センターの取材も受けました。
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2021/12/14 セカンドブック事業  | by ⽵野⼩学校

１２月１４日（火）
　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。
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2021/12/13 しめ縄教室の準備  | by ⽵野⼩学校

１２月１３日（月）
　今週１８日の土曜日に予定されている「しめ縄教室」に向けて、地域の方がわらのはかま取り等の作業をしてくださいました。
　古くから伝わる伝統文化の一つを、子ども達に体験させていただく取組です。本校では、サタデープラン実行委員会の主催に
より、地域学校協働活動として位置づけています。
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2021/12/04 PTA資源回収  | by ⽵野⼩学校

１２月４日（土）
　PTA事業として春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８時頃より、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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2021/12/03 防災訓練  | by ⽵野⼩学校

１２月３日（金）
　８時４０分より、１分間の防災訓練「シェイクアウト訓練」を実施しました。
　地震の際、いつも近くに大人がいるとは限りません。そこで、自分の身を自分で守る意識を持たせることを目的にし、
①姿勢を低く保つこと
②頭を守ること
③動かないこと
という地震の揺れから身を守る３つの安全行動を事前指導してから訓練を行いました。下の写真は、机の下に潜り込んで頭を
守っているところです。
　本日は朝に実施しましたが、事後指導の中で、次回は予告なしで実施することも伝えています。
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2021/12/01 年末の交通事故防⽌府⺠運動  | by ⽵野⼩学校

１２月１日（水）～２０日（月）
　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。
　○スローガン　『京の暮れ　車同士も　ディスタンス』

　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。
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2021/11/29 味夢くんランチ  | by ⽵野⼩学校

１１月２９日（月）
　今日の給食は、食の宝庫といわれている京丹波町で作られている食材をたくさん使った献立『味夢くんランチ』でした。牛乳、
丹波の里の炊き込みご飯、かぶの和風マリネ、京丹波ポークのあったか汁です。食材のうち、野菜はもちろんのこと豚肉（京丹
波ポーク）も地元です。また、中辛味噌は須知高校から購入されています。
　子ども達はニコニコ笑顔で、「いただきまーす。」を合唱してから味わって食べていました。
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2021/11/28 グラウンドゴルフ⼤会  | by ⽵野⼩学校

１１月２８日（日）
　昨夜からの冷え込みで薄氷ができているところもあり、時折小雨の降る天候でしたが、第７回竹野地区グラウンドゴルフ大会
が多数の地域の方の参加のもと開催されました。
　地域学校協働活動として位置づけられた行事で、竹野っ子も参加しております。地域の方から名前を聞かれたり、「大きくなっ
たなぁ。」と声をかけてもらったりしていました。
　午前中、ハッスルプレーが繰り広げられました。
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2021/11/26 ⼈権参観・⼈権講演会を実施  | by ⽵野⼩学校

１１月２６日（金）
　人権授業参観、並びにPTA人権講演会が開催されました。
　参観では、各学級で道徳など人権に関する授業を公開して保護者の方や学校評価委員さんに見ていただきました。自分を大
切にすることと同じように友達を大切にすることや、教材の登場人物の気持ちについて考えて意見を交流する場面などで児童
の活発な発言がありました。
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　また、PTAの人権講演会は児童も一緒に参加をさせていただき、聴覚障害のある梅原さんを講師にお招きして、「聞こえない
ってなぁ～に？　手話ってなぁ～に？」と題して日常の様子などをお話しいただきました。子ども達にとってたくさんの学びがあ
り、たくさんの児童が挙手して感想を発表していました。
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