
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中富良野町立宇文小学校 学校だより 

平成 30年１月 31日（水） 

校長 里 村   徹 

転入職員の紹介  

 
並河 智恵子(なみかわ ちえこ）先生 

  

昨年に続き，また宇

文小で子どもたちと過

ごせることを嬉しく思

っています。短い期間

ですが，どうぞよろし

くお願いいたします。 

三上 陽子（みかみ ようこ）先生 

 
 もちつき会の時，おいしいおも
ちをいただきながら地域・保護者
の皆様，学校の素晴らしさに驚き
ました。毎日宇文子の温かい心に
支えられて楽しく過ごさせていた
だいております。短い期間ですが
よろしくお願いいたします。 

３名の新しい宇文子が仲間入り 
新しい３名の宇文子と２名の先生を迎えて，新た

な年での宇文小の活動がスタートしました。 

残り４０日足らずとなった後期ですが，その中で

それぞれの学年の学習内容をしっかり身に付ける

こと，心に残る卒業式を作り上げること，そして６

年生は中学校へ，他の学年はそれぞれ次の学年への

準備ができるよう，１日１日，さらには１時間１時

間を無駄にせず，大切に過ごすことができるよう学

校運営に努めてまいります。 

北海道命名 150周年をマイルストーンとして 
今年平成３０年は，松浦武四郎が，「蝦夷地」と呼ばれていた土地を「北海

道」と名付けてから１５０年の記念の年として，道内ではいろいろな事業が行

われます。中富良野が大正６（1917）年に中富良野村となってから１０１年，

大正９年(1920) に宇文小が開校してから９８年の年となります。原生林が

林立する原野だった北海道を，当時の開拓者の方々が大変な努力により，たっ

た１００年足らずで人々が暮らせる環境に創りあげてきました。 

子どもたちにとって，それは遠い昔に感じられることでしょう。しかし，米作りや三世代交流

など地域の方と関わることで，実はその歴史を作ってきた様々なドラマの主人公が自分の身近に

いることに気付くことができます。それは，感謝となるとともに，子どもたちを時代や歴史の「傍

観者」から「当事者」へと変容させてくれるはずです。 

子どもたちが，北海道命名２００年を迎える頃には，北海道や中富良野町はどのような姿にな

っているでしょうか。それを作っていくのは目の前の子どもたちです。子どもたちは，今日も学

びながら既に時代を作り，学んだことを生かしながらさらに時代を進めていくのです。 

北海道命名１５０年という節目をマイルストーンとして，子どもたちが学ぶ意味を考えたり，

自分が歴史の中にいることや新しい歴史の一部を担っていくということを自覚したりすることが

できるような教育活動を進めていきたいと考えております。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

後期の数値目標『児童アンケ

ートの「命を大切にする心や他

人を思いやる心，よいことと悪

いことを判断する心を大切にし

ている」（心の教育）の「そう思

う」の数値を８０％以上にす

る。』については達成できません

でした。 

それ以外については，向上及

び高い評価となりました。 

後期の数値目標『児童アンケ

ートの「学年×１０分＋１０分

の家庭学習に毎日取り組めた」

を８０％以上とする。』について

は，達成できませんでした。「メ

ディア(TV・ゲーム，スマホ等)

に触れる時間を２時間以内にす

る」ことの実態も併せて，家庭

学習習慣の確立に大きな課題が

みられました。 

重点教育目標２ 他を思いやる優しい子の育成 

 

 

重点教育目標３ ねばり強く取り組む子の育成 

 

 

 

自分の思いを表現・交流できる場をつくります！ 

 

道徳の時間の授業，心の教育を充実させます！ 

家庭での生活時間を見直し，学習習慣を身に付けさせます！ 

数値は，「よく当てはまる」

「やや当てはまる」の合計値 

数値は，「よく当てはまる」

「やや当てはまる」の合計値 

数値は，「よく当てはまる」

「やや当てはまる」の合計値 

重点教育目標１ 思いをしっかり伝える子の育成 

 

後期の数値目標『後期の児童アンケートで「話合いに進んで参加し，たくさん発表した。また，友達の意

見もしっかり聞いた。」（探究的・協働的学習）の数値を１００％にする。』については，向上は見られたが

達成できませんでした。全体的に向上又は高い評価でしたが，「主体的・対話的で深い学び」については，

低い傾向にあり課題が見られました。 

 

前期の評価から重点を設けて教育活動に取り組んできましたが，過日保護者の

皆様にもご協力をいただいた期末評価の結果をお知らせいたします。この結果か

ら次年度の改善に向けて取り組む重点や具体的な方策については，次号の学校だ

より，宇文の教育を語る会，参観日全体懇談でお知らせいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      １月１９日(金) 

                      １月１５日(月) 

中富良野町公民館宇文分館の事業として，役

場職員の岸本絢美さんを講師にお招きし，書き

初めを楽しむ会を行いました。 

参加した子どもたちは，お手本の中から思い 

思いの題材を選び，岸本

さんに指導いただきな

がら大きく伸び伸びと

した文字を書き上げる

ことができました。作品

は，町の書き初め展にも

出品しました。 

公民館事業「書き初めを楽しむ会」 
 

                           １月２５日(木) 高崎さんに「雅楽」について教えていただきました！ 
 

冬休み自由研究発表

会 
 

                 １月２９日(月) 北星山スキー学習 
 

３年国語「町の行事について調べよう」の学習で「中

富良野雅楽会」に所属する宇文子ＯＢで元ＰＴＡ会長の

高崎見一さんを講師にお招きし，全校児童が参加し雅楽

について教えていただきました。子どもたちは，初めて

見る雅楽楽器の笙（しょう）・篳篥（ひちりき）・龍笛（り

ゅうてき），太鼓（たいこ）・鞨鼓（かっこ）・鉦鼓（し

ょうこ）を使わせていただいたり，音色を聴かせていた

だいたり，高崎さんの地域での活動や経験について学ぶ

ことができました。 

２３日（火）の１回目のスキー学習は，残念なが

ら荒天のためにできませんでしたが，２回目は予定

どおり実施できました。宇文小学校では，北星スキ

ー場で２回，富良野スキー場で２回，計４回のスキ

ー学習があります。 

少人数でのきめ細かな指導と数多くリフトに乗っ

てたくさん経験できるのが宇文のいいところです。 

１回目の分は，２月６日（火）に延期して実施す

ることにいたしましたのでよろしくお願いします。 

龍笛（りゅうてき）の音色を聴かせてくれました 

宇文小の子どもたちの「冬休み

作品」は，１月３０日（火）～２

月１２日（月）（10:00～21:00）

の期間，ふらのラテール１階ロビ

ーにおいて開催している「中富良

野町児童生徒作品展」に展示して

おりますので，お立ちお寄りの際

は，是非ご覧ください。 

作 者 題 名 

渡邊禅斗 空気砲 

山田悠禅 こまバトル 

小瀬雅姫 ひみつのたからばこ 

間山悠翔 サイクロンクリーナー 

渡邊陽有 かわいいじしゃく 

柿本元輝 かざりいす 

柿本勇輝 手作りいす 

渡邊粋都 北海道の絶滅危惧種 

小瀬 響 海遊館のすごいところ 

深尾涼里 手ぬぐいで作ったぬいぐるみ 

間山鈴音 折り鶴の木 

坪井穗玖都 百人一首のことについて 

 

子どもたちの作品は，次のとおりです！ 

楽しい！気持ちいい～！ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域の原田一男さんが知り合いの方からエミューの卵を譲

り受け，子どもたちに見せてあげたいと学校に寄贈してくだ

さいました。 

 エミューは，オーストラリアに生息する体高約２ｍ，体重

４０㎏～６０㎏にもなるダチョウに似た鳥です。卵は，緑色

の堅い殻で，写真にあるようにニワトリの卵の何と１０倍の

大きさ（重さ）があります。 

今は玄関に展示しておりますが，この後どうするかは，子

どもたちと相談しようと思います。 

 

１日（木）朝会，ウィンター集会 

２日（金）英語(高) 

５日（月）読み聞かせ 

６日（火）フッ化物洗口，スキー学習（北星山） 

７日（水）学力検査  

８日（木）英語(高)，選挙管理委員会 

９日（金）英語(中)  

１１日（日）建国記念日，氷彫刻体験 

１２日（月）振替休日 

１３日（火）フッ化物洗口，新 1年生一日入学，委員会 

１４日（水）スキー学習(富良野) 

 

１５日（木）朝会，職員会議 

１６日（金）英語(高)，選挙管理委員会 

１９日（月）クラブ，チャレンジ記録会 

２０日（火）フッ化物洗口，チャレンジ記録会 

２１日（水）スキー学習（富良野） 

２２日（木）英語(高)，宇文の教育を語る会 

２３日（金）英語(中) 

２６日（月）アカシア会役員選挙 

２７日（火）フッ化物洗口，職員会議 

２８日（水）職員会議 

 

 

 

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 

宇文子の頑張り 

 「どさん子元気アップチャレンジ！短縄跳び全道大

会」にエントリーした前期のランキング結果が道教

委 HP に掲載されています。宇文子の結果は，以下

のとおりです。日頃の体力づくりの取組の成果が表

れています。これからも頑張れ！宇文子！ 

冬を楽しく！「氷彫刻体験」 
 
ヌッカクシ富良野川改修工事を行っている㈱

飯島組が社会貢献事業として宇文小学校のため

に「氷彫刻体験」を行ってくれます。 

当時の午後からは，中富良野町の「ウインター

フェスティバル２０１８」がありますが，午前中

は宇文小で「氷彫刻体験」を行い，冬の一日を親

子で楽しむ時間にしませんか。 

 

◆日 時 ２月１１日（日）10:00～12:00 

◆場 所 宇文小学校玄関前 

◆指 導 ㈱飯島組，東川氷土会 

◆温かい服装でご参加ください！ 

※できた氷彫刻は，玄関前に展

示します。 

「エミュー」の卵がやってきた！ 

おめでとう！ 

 

作 者 登録名 記録 全道順位 

山田悠禅 ケロッピー 110 回 443位/1033人 

小瀬雅姫 オロオロ 337 回 233位/1148人 

間山悠翔 レックス 253 回 592位/1148人 

柿本元輝 ペドロ 409 回 183位/1140人 

柿本勇輝 龍神 249 回 792位/1140人 

小瀬 響 カメさん 364 回 444位/1165人 

深尾涼里 あずき 481 回 83 位/1165 人 

間山鈴音 ひまわり 334 回 571位/1165人 

坪井穗玖都 つぼガエル 358 回 471位/1165人 

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ktk/H29do

sanko.htm 


