岸野小学校沿革
明治 ６年 下県学習学校・沓沢有造学校発足
９年 ５カ村合併により伴野学校、４カ村合併により根岸学校となる
２２年 根岸・伴野合併により、岸野尋常小学校となる
修業年限４年、児童数２１６名
２５年 岸野尋常高等小学校となる ８学級就学率５０、６％
３６年 新校舎改築開校式
大正１４年 若山牧水先生来校。記念講演・和歌「わか竹」を揮毫
昭和１０年 新校舎２階建６教室竣工
１６年 岸野国民学校となる
２２年 岸野村立岸野小学校となる。ＰＴＡ発足
同一敷地内に岸野中学校発足
２９年 合併により野沢町立岸野小学校となる
３０年 東立科冬期分室落成
３７年 合併により佐久市立岸野小学校となる
５４年 開校９０周年記念式典挙行
若竹園・校旗・郷土館・記念誌等作成
校舎改築既成同盟会発足
５９年 現校舎オープンスクール竣工
体育館を残し、旧校舎全面取り壊し
新プール竣工 グランド完成 校門・児童歩道完成
平成 元年 開校１００周年記念式典挙行 管楽器・暗幕購入
ブロンズ像・観察池・記念誌作成
２１年 太陽光発電設置・校内パソコン・ラン入れ替え
２２年 岸野小学校守り隊発足
２３年 防災無線設置
２６年 体育館解体 新体育館工事 ボイラー配管新設
２７年 新体育館完成 学習支援ボランティア発足
２８年 学校運営委員会（わか竹を育む会）発足
２９年 児童用トイレ改修工事
令和 元年 開校１３０周年記念式典挙行 普通教室エアコン設置

学校の現況
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岸野小学校概要

学 校 要 覧

１．位置

佐久市大字伴野１７２５番地
海抜６４２ｍ
北緯３６度１４分３２秒
東経１３８度２５分３３秒
２．面積
敷地１４５５４㎡
（建物敷地６５２９㎡ 運動場敷地８０２５㎡）
校舎延面積３８９９㎡
（南校舎２階建１８１５㎡北校舎３階建２０８４㎡）
体育館１１８３㎡ 校庭５８２０㎡

主な学校行事

※〈

〉は 4 月当初の時点で予定していたもの

登校日数 〈２０５日〉
【４月】臨時休校・分散登校
入学式 １学期始業式 〈１年生を迎える会〉 〈交通安全教室〉
〈児童総会〉 〈参観日・ＰＴＡ総会〉 家庭訪問（1.3.4.5 年）
【５月】臨時休校・分散登校
〈読書週間〉 〈春の資源回収・ＰＴＡ作業〉 〈1 年 遠足〉
〈スポーツテスト〉
【６月】
校内音楽会（11 月実施） 〈３年 公民館体験〉 引き渡し訓練
【７月】
プール開き 〈5 年 登山キャンプ〉 参観日・
〈救急法講習会〉
1 学期終業式 〈夏休み〉 〈プール開放〉
【８月】
夏休み 〈プール開放〉 ２学期始業式 〈音楽鑑賞教室〉
学校お泊まりキャンプ 5 年 自動車工場見学
【９月】
来入児一日入学 運動会 防犯訓練 ３年 社会見学
4 年 長野市見学 秋の資源回収・ＰＴＡ作業
【１０月】
6 年 修学旅行 家族参観日・学校保健委員会
２年 乗り物遠足
【１１月】
マラソン大会 なかよし旬間 参観日 児童会祭り
4 年生 五郎兵衛用水見学 読書旬間
【１２月】
保護者懇談会 校内図画展 ２学期終業式 冬休み
【１月】
冬休み ３学期始業式 席書大会 短縄跳び大会
ＰＴＡスキー教室 1・2 年スケート教室
【２月】
児童会選挙 児童総会 ３～6 年スキー教室 参観日
大縄跳び大会
【３月】
６年生を送る会 ３学期終業式 卒業証書授与式 春休み
新年度準備（新５，６年 登校）

校歌

「わか竹」

わか竹の
伸びゆくごとく
子どもらよ
眞すぐにのばせ
身をたましひを
若山牧水 作
（昭和３８年制定）
校歌の由来
大正 14 年、岸野小学校に勤めて
いた重田弥治先生が、佐久を訪れて
いた若山牧水先生を招き講演会を行
った。その折、牧水先生は岸野の子
どもたちのためにと「わか竹」の和
歌を揮毫された。
昭和３７年までは校歌がなく、儀式には「君が代」を歌っていたことか
ら木内愰先生が「わか竹」に曲をつけられ、校歌として制定された。
その後に藤木信子先生により二部合唱に編曲された。

佐久市立岸野小学校
〒３８５－００６１
長野県佐久市伴野１７２５番地
TEL ０２６７－６２－０３８４ FAX ０２６７－６２－０５４２
E-mail
kishino@sakushi.ed.jp

小規模校のよさを生かした活動と異学年交流（昨年度の様子）
児童玄関の壁画
全校マラソン

児童玄関を入ると左側の壁に世

毎朝、登校した後に学校近くのマラソ

界中から集めた大理石で作られた

ンコースを走っています。

大きなモザイクの壁画があります。

左の写真は、本校卒業生、陸上の上野

テーマ 「竹の子」

裕一郎さんを講師としてお招きした時

制作者 上 哲夫

の様子です。11 月には校内マラソン大

１９８４年 制作

会を実施しています。

解説
後ろの竹は保護者・先生、手前の
竹の子は子どもをイメージし、皆の

児童会祭り

想いの中で真っすぐにぐんぐん伸

全校児童が仲よくなることを目

びていく子どもを表現しています。

的に、各委員会が企画したアトラク

また、竹は地下茎でつながってい

ションをなかよしグループで回り、

ることから、親も子も先生も皆がつ

楽しみながら交流を深めています。

ながっているということも表して

左の写真は小豆を箸でつまんで別

います。

の入れ物に移している場面です。
１年生を迎える会
岸野小学校の仲間入りをした 1
年生を 6 年生が紹介し、全校でゲー
ムなどをします。
１年生は、優しいお兄さん、お姉
さんたちに祝福され、小学校の生活
が始まります。

地域の方の協力
○ 岸野小学校守り隊
地域の皆様により、登下校時の見守りを中心に子どもたちの安全を確保して
いただいています。
○ 学習支援ボランティア
地域から募集した学習支援ボランティ
アの皆様により、毎週水曜日の放課後学
習、書写の指導など、子どもたちの学力
向上や主体的な学習習慣形成のために
協力していただいています。
右の写真は、放課後学習の様子です。
○ 親芋の会
歴代 PTA 役員の皆様により、学校キャンプの実施、環境整備への協力やマ
ラソンコースの草刈りなどをしていただいています。
○ 岸野スポーツクラブ
地域のスポーツクラブとして、野球・サッカー・バレーボール・バスケット
ボール・バドミントンなどを実施していただいています。

