
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

会場，道具などみんなで準備！ 

 脱穀のために昔ながらの足踏み脱穀機２台，電動式脱穀機３台，

唐箕１台を保護者の皆さんが準備してくれました，６年生が，は

じめの会で指導いただく栗林さんや保護者の皆様に挨拶した後，

はさがけしていた稲の束を栗林さんの指導で縄で結んで運びます。 

みんなで脱穀開始！ 
６年生４人で手分けして脱穀開始！足踏

み脱穀機と電動脱穀機の両方を体験するこ

とで，昔の人たちの大変さを実感していま

した。来年に向けて下級生も参加し，体験

させてもらい，伝統を引き継ぎました。 

唐箕にかけて選別します！ 
脱穀したもみをふるいにかけてから，昔ながらの道具であ

る唐箕にかけて藁屑や軽いもみを分けて，よいもみを選別し

ます。６年生は，保護者や栗林さんに指導いただき，風の送

り方などの調整に苦労しながらも上手に行っていました。下

級生も体験させていただきました。 

収穫した重さを量ります！ 
唐箕にかけたもみを袋に入れていきます。用意した４袋では

足りず，５袋目に突入！期待が高まる中合計すると，なんと 97

㎏ありました。春から米作りに取り組んできた６年生も，それ

を支えてきた栗林さんや保護者の皆さんも大満足の結果となり

ました。 

 

  

中富良野町立宇文小学校 学校だより 

平成２９年１０月３１日（火） 

校長 里 村   徹 

 

１０月２０日(金)，好天に恵まれる中，指導の栗林十一さんをはじめ，た

くさんの保護者の皆さんにお手伝いいただき，はさがけして乾燥した稲の

脱穀作業を行いました。 

地域の環境を生かして，子どもたちのために学校，保護者，地域が協働

して進める宇文小学校の特色ある活動である米作り活動の大詰めです。 

昨年は４５㎏の収穫でした。豊作となった今年は，どのくらいの収穫と

なるかみんなで楽しみにしながらの脱穀作業の様子をご紹介します。 

後日，籾摺りをして玄米にした総量は６１．５㎏！昨年より１６．５㎏も多く収穫できました。

この後は，12 月９日(土)の地域参観日に地域の皆様方を招待し，「もちつき会」を開催します。 

子どもたちが春からの米作りの取組を発表し，みんなで餅つきを行います。あんこやきな粉，

砂糖醤油，のりなどでつきたてのお餅を，ゲームなどを行いながら楽しく会食します。最後には，

恒例の餅まきも行います。後日，ご案内いたしますので是非ご参加ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０月１０日（火） 

今年度の重点教育目標の一つ「ねばり強く取り組む子

(体)」の実現に向け，春から中休みマラソンなどを通して

取り組んできた成果を発揮する記録会。これに先立ち，９

月３０日には町の防犯リレーマラソンにも参加しました。 

当日は気温の低い中でしたが，子どもたちは，これまで

の練習からそれぞれ設定した自己目標タイムの更新に向

け，力一杯最後まで走りきることができました。応援いた

だいた保護者の皆様には，ご声援いただきありがとうござ

いました。 

 

チャレンジマラソン記録会 

 

明るい選挙啓発標語コンクール 
優秀賞 ６年 間山 鈴音 

「明るい未来 期待をこめて 投票しよう」 

１０月１１日（水） 後期アカシア会総会 

 宇文小の後期児童会活動について全校で話し合う「アカシア会

総会」を行いました。 

本部は「みんなで仲良く協力して笑顔いっぱいの学校にしよ

う」，文化委員会は「本に親しみをもってもらい，本が大好きな宇

文子になってもらおう」をめあてにした活動計画を提案し，質疑

に応え，了承されました。 

宇文子ナイン一人一人が，みんなのために自分ができることを

進んで行うこと，してもらったことに感謝することでさらにより

よい宇文小にしていってくれることを期待しています。 

 

【後期アカシア会本部役員】 

会 長 ６年 深 尾 涼 里 

副会長 ６年 坪 井 穗玖都 

書 記 ４年 柿 本 勇 輝 

 
１０月１６日（月） ＰＴＡ環境整備作業 

 

宇文子の頑張り 
 中富良野町福祉作文 

 １０月２０日(金)，中富良野町社会福祉大会におい

て入賞した３名が優秀賞作文の発表を行いました。 

２年 山田 悠禅「三世代交流花壇づくり」 

３年 小瀬 雅姫「わたしにできること」 

４年 柿本 元輝「目が見えない人に会ったら」 

平成２９年度 

中富良野町小中学生交通安全ポスター展 
金賞 ２年 山田 悠禅，４年 柿本 元輝 

平成２９年度 

ＪＡ共済全道小中学校交通安全ポスターコンクール 
金賞 ２年 山田 悠禅 

銅賞 ３年 間山 悠翔 

北海道新聞小学生新聞グランプリ 
佳作 ２年 山田 悠禅 

秋のＰＴＡ環境整備は，ハウスの片付け，校舎内外の

ガラスふき，校舎外壁清掃，学校田側物置屋根のペンキ

塗り，４線道路沿いのゴミ拾いと，時節柄ご多用のとこ

ろ，気温の低い中たくさんの活動に取り組んでいただき

ました。今年は P 戸数も少ない中ですが，地域の核であ

る宇文小学校とその子どもたちのために一致団結して

取り組む「チーム宇文ＰＴＡ」の素晴らしさに改めて敬

意を表します。次は，このチームワークを学芸会のＰＴ

Ａ合唱「TOMORROW」で発揮しましょう！ 

全国書画展覧会 
金賞 ３年 小瀬 雅姫 「土」 

銀賞 ３年 間山 悠翔 「大」 

 各種作品展やコンクールに入賞した宇文子たちの

頑張りを紹介します。これらの成果は，子どもたちの

今後の励みや自信につながることと思います。 

 

入賞おめでとう！ 

 

「当たり前」を続けると「特別」になる！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 今回の参観日は，子どもたちと保護者の皆さんが一緒に給食を食べる「給食試食会」がありました。子ど

もたちにとっては，お父さん，お母さん方を交え全校みんなで会食する楽しさを感じることができ，保護者

の皆様にとっては，日常の子どもたちの様子をご覧いただくとともに，久しぶりの給食を楽しいでいただく

ことができました。 

授業参観の後の全体懇談では，校長から前期での子どもたちの育ちや学校経営の反省，後期の取組の重点

とその方策について，教頭から全国学力・学習状況調査の結果と今後の方策についての説明等を行いました。

学級懇談では学芸会に向けた取組等について話合いがなされました。 

 

１０月１８日（水） 参観日，給食試食会 
 

給食試食会 
 

[保護者アンケートから] 

・さすがカレーはおいしいですね。食べ終わったときに，

満足したメニューでした。 

・初めてのカレー給食。とてもおいしかったです。来年も

楽しみにしています。 

・給食は何十年ぶりでしょう。量的にはこんなものなので

すね。 

 

全学級で道徳の授業を公開 
 

[保護者アンケートから] 

・子どもに演じさせて気持ちを想像させるとい

うのはよいと思いました。そこから先が，自

分なりに膨らむようになったら最高ですね。 

・道徳の授業，私自身も考えさせられる「ごめ

んね」の課題で親もためになりました。 

・楽しく見させていただきました。子どもたち

の能力に合わせて教育されているのは，今の

時代貴重です。ある意味，一番求められてい

る教育がここにあります。ありがたいです。 

・「友情」というのは，難しい内容でしたけど，

一人一人考えて発表していたと思います。も

う少し積極的に発表してほしいと思いまし

た。実演も交えてとてもおもしろい授業でし

た。 

 今回の参観授業は，全学級とも「道徳の時間」の学習を

公開しました。 

宇文小では，今年度の重点教育目標の一つである「他を

思いやる優しい子(徳)」の育成に向け，校内研修で道徳の時

間の指導力の向上に努めているところです。 

各学級とも，子どもたちの心に響く，主体的・対話的で

深い学びを目指して学習する子どもたちの姿をご覧いただ

きました。 

次年度の道徳の教科化に向けても「道徳の時間の指導，

心の教育の充実」を後期の改善のポイントとして取り組ん

でいきます。 

 

６年生授業 主題「真の友情」（友情・信頼） 
「真の友情について考えよう」という課題について，役割演技を通

して体験的に考えたり，それぞれの考えを互いに交流したりすること

を通して，互いに磨き合い，高め合うような真の友情を認識し，「お

互いの成長を認め合う」ことの大切さについて理解させることができ

ました。 

２・３年生授業 主題「あやまる」（正直，誠実） 
「自分か悪いと思った時，あやまるにはどうしたらいいだろう」と

いう課題について「あやまる」「あやまらない」の両方の立場から，「そ

のあとどうなるか」という視点を与えたり，役割演技を通して考えさ

せることで「自分が悪いことを認めて素直にあやまる」ことの大切さ

について深く理解させることができました。 

４年(かがやき学級)授業 主題「自然を大切に」（自然愛護） 
「自然を大切にするってどういうことだろう」という課題につい

て，NHK の映像資料や「ハートの木」の体験から「ひこばえ」の写

真を見せることで実感を伴って考えたり，父親をゲストティーチャー

としてお話してもらったりすることを通して「自然に対して自分がで

きることを考えて行動する」ことの大切さについて理解させることが

できました。 
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１日（水）朝会，児童生徒文化発表会，作品展(～3日 ) 

３日（金）文化の日 

６日（月）PTA 合唱練習(19:00)  

７日（火）フッ化物洗口 

８日（水）学芸会総練習 

１０日（金）前日準備 

１１日（土）学芸会 

１３日（月）振替休業日，(フットサル大会～１７日) 

１４日（火）後片付け，フッ化物洗口 

１５日（水）朝会，教育相談週間(～24日) 

      ３年社会見学，研修，教育講演会(18：30～) 

１6 日（木）英語(高) 

１７日（金）英語(中) 

１９日（日）ＰＴＡ学芸会反省会 

２０日（月）職員会議 

２１日（火）フッ化物洗口 

２２日（水）クラブ 

２３日（木）勤労感謝の日 

２４日（金）読書の秋読み聞かせ会 

２７日（月）委員会 

２８日（火）フッ化物洗口，指導主事訪問 

３０日（木）英語(高) 

 

 

 

ホームページで宇文小の「少人数のよさを最大限に活かし，一人一人が輝く教育活動」を

発信しています。今後も宇文小の素晴らしさをどんどん発信していきますので，是非ご覧く

ださい。 http://www.furano.ne.jp/school/ubun/ 

yahoo などから「宇文小学校」で検索すると見られます。 

 

宇文小の素晴らしさを発信しています！ 宇文小学校ホームページ  

宇文小学校 検索 

学芸会のご案内 
【学芸会のテーマ】～全力！魅力！協力！最高の宇文子！～ 

平成 29 年 11 月 11 日（土） 

児童会でつくった今年の学芸会のテーマ『全力！魅力！協力！最高の宇文子！』です。子どもたちは，

このテーマに向かって，学年や自分自身のめあてをつくり，一生懸命に取り組みます。 

学芸会は，今年度の重点教育目標の一つ「思いをしっかり伝える子(知)」の核になる活動です。学芸会

を通して自分のよさや頑張りを精一杯発揮して「輝く宇文子」の姿を，ご観覧いただく皆様にしっかり

伝えることができるように日々練習に励んでいるところです。 

 保護者の皆様をはじめ，地域の皆様も是非ご来校いただき，「宇文子ナイン」の育ちをご観覧いただき

ますよう，ご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 後期の学校改善のポイントの一つである「家庭での生

活時間を見直し，学習習慣を身に付けさせる」ための取

組である「上川スライド３０スタンプカード」にご協力

いただきありがとうございました。 

 今後も子どもたちのメディアに触れる時間の見直し

と，家庭学習習慣の定着を図るために定期的に行ってい

きたいと思います。 

 さて，「上川スライド３０」の取組の一環として，講

演会が開催されます。親として子どもに電子メディアを

与える際に踏まえておかなければならないことを学ぶ

よい機会ですので，是非ご参加いただければ幸いです。 

と き １１月１５日（水）18:30～20:30 

ところ 農業改善センター１階多目的ホール 

講 師 旭川赤十字病院小児科第一小児科部長 

子どもとメディア北海道代表 

         医師 諏訪 清隆 先生 

 

「北海道教育の日」とは，家庭，学校，地

域社会及び行政などが一体となって教育に

関する理解と関心を高めるための様々な取

組を展開することによって，道民みんなが子

どもたちに対する教育について考え，語りあ

い，行動するきっかけとする日として平成１

８年に制定されました。 

宇文小学芸会は，「北海道教育の日」に協

賛しています。 

学芸会で頑張る宇文子

ナインの姿から教育につ

いて考えてみませんか。 

～道民がみんなで育てる未来の宝～ 

11月1日は，北海道教育の日 
10 月～11 月は「北海道教育の日」協賛月間です! 

 

 

上川スライド３０講演会 in中富良野 
電子メディアが子どもたちに与える影響 
～子どもたちをリスクから守るために大人がすべきこと～ 


