
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１年の世相を表す平成最後の今年の漢字に「災」が選ばれた。新元号となる来年が「災い転じて福となす

ように」という願いも込められているという。大河ドラマ「西郷どん」の最終回「敬天愛人」では号泣して

しまった。明治維新からの１５０年，日本人は数々の未曾有の困難を乗り越え，瓦礫の中から立ち上がって

今があることを改めて感じた。世界にとっても，子どもたちにとっても新たな年が幸福であることを願わざ

るを得ないが，未来がいろいろな意味で変化の激しい，乗り越えなければならない課題が多い状況であるこ

とは間違いない。願うだけでは未来は拓かれない。学校の使命は，子どもたちに未来を自ら切り拓いていく

ことのできる力を身に付けさせることにある。 

 

生命にとって「変化」は，生きていくための「情報」 

初夏の頃，校長室横のラベンダー畑で草取りをしていると突然せわしなく「チュンチュン」と雛鳥の鳴き

声が聞こえ出す。給食搬入口にあるゴム緩衝材のトンネルの中にスズメが巣を作っていて，親鳥が餌を運ん

できたのだ。親鳥は私がいるので，餌をくわえて巣の周りでうろうろしているが，雛にはちゃんとわかるの

だ。申し訳ないので私はそこを離れ，校長室の窓からそっと見ていると親鳥が餌を巣に運んでまたすぐに飛

び立っていく。雛はしばらく鳴いているが，そのうち静かになる。私は，

はじめ巣があることに気付かなかった。私にとって「無音」から「鳴き声」

という「変化」が聴覚に入ったことで「情報化」され「そこに巣がある」

という「情報」となったのだ。生物学者の福岡伸一氏は，生命にとっては

「変化」こそが，生きていくための「情報」であると述べている。 

 

人間にとっての「情報」は，「鳴かない雛」 

動物と違って人間は，「変化」のみを「情報」としているわけではない。解剖学者の養老孟司氏は，人間

の「身体」が生命を維持するうえでの機能や動物としての行動は「変化＝情報」だが，「意識（脳）」は，世

界を「言語」化することで「変化しない＝情報」にすると主張する。つまり，人間にとって一度，言語化し

たものは固定される。教科書にある学習内容は「固定された情報（言語，記号，意味）」としてそこにある。

子どもにとってそんな「情報」が詰め込まれた教科書は，そのままでは鳴かないスズメの雛と同じである。 

 

教育にとっての「情報化」は，「授業」 

スズメと違って，教科書が自ら鳴き声を出して子どもに訴えることはない。だから，教師の仕事は，それ

を子どもにとって認識できる「情報」に「情報化」すること。つまりそれが，授業である。授業は，ＡＩに

プログラム情報を入力するのとは根本的に異なる。子どもは，生きており生命現象をしているからである。

「固定化された情報」が「変化」として認識できなければ「情報化」されない。つまり，「学び」にならな

い。教科書の情報は，スズメの鳴き声と違い感覚として受動するだけでなく，主体的に子どもの意識に働き

かけさせなければいけない。それが今教師に求められている「主体的・対話的な深い学び」である。 

 

だから，学校教育目標は「未来を切り拓く知恵」 

スマホでは雑多な情報をいくらでも手にできるが，それを意味あるものに情報化するのは自分でしかない。

子どもが変化の激しい時代を切り拓いていくためには，子ども自身が世の中に溢れる雑多な固定された情報

の中から必要なものを自分の役に立つものに情報化する力，すなわち「自ら学ぶ力」を身に付けさせなけれ

ばならない。だから，宇文小の学校教育目標は「未来を切り拓く知恵」とした。それがあれば，子どもたち

は困難な時代を生き抜いていける。そう信じ日々の教育活動を進めている。  

中富良野町立宇文小学校 学校だより 

平成 30年１２月２６日（水） 

校長 里 村   徹 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 「いただきます」の合図でお雑煮，各種お

もち，地域の皆様から提供いただいたお漬物

のバイキング開始です。セルフコーナーでは

醤油，のり，きなこ，ずんだなどお好みでト

ッピングできます。つきたてのお餅をおいし

く，楽しく会食しました。 

 会食時には，５年生が１年間の米作りにつ

いて学習したことをクイズ形式で楽しく発

表を行いました。 

地域参観日・三世代交流もちつき集会 
平成３０年 12月８日（土）   

 これだから宇文小っていいよね！ 

楽しかった！ 
 

 地域参観授業 
 

三世代交流もちつき集会 
 子どもたちは，保護者や老人会をはじめとす

る地域の皆さんと一緒にもちをついたり，つい

たもちを丸めたり楽しく活動しました。 

今年は，低温と日照不足のために昨年よりは

少ない収穫でしたが，みんなで一緒に食べるの

に十分なおもちを用意することができした。 

 

みんなで楽しく会食タイム 
 

 

ご参加，ご協力いただきありがとうございました！ 

恒例！お菓子＆もちまき 
  初めに中島教育長，原田議員，栗林十一さん，高崎見

一さんと校長でステージ前に集まる子どもたちにお菓子

を撒きます。子どもたちは，夢中になって袋をいっぱい

にしていきます。 

その後は，会場の全員参加のもちまきの始まりです。

子どもたち，保護者，おじいちゃんやおばあちゃんが入

り乱れ，みんな笑顔でもちまき用のおもちを拾いまく

る！これが宇文の三世代交流の醍醐味です。 

  

 

【１・２年生学活】 

「ぼく，わたしがうまれたとき」 

  

 各教室での授業参観は，昨年まで１・２時間

目でしたが，もちつきの準備にあたる保護者の

皆様が落ち着いて参観できなかった反省から，

１時間目までで準備が終えられるようにして，

２時間目を参観としました。 

 各教室とも保護者の皆様をはじめ，地域の皆

様にも参観いただくことができました。 

  

【５年生道徳】 

「ここを走れば（規則尊重）」 

  

【３・４年生算数 】 
３年「かけ算の筆算」４年「垂直，平
行と四角形」 

ＰＴＡのお父さん，お母さん方へ 

 今年の４月からビニールハウス作りや田植えなど様々な作

業を手伝っていただき，ありがとうございました。 

 今年は，６年生がいないため５年生３人が中心となってやる

ことになり，多くのわからないことがあって不安でした。けど

ＰＴＡのお父さんがビニールハウスを作ってくれたので，ハウ

スの中にもち米のもみを安心して植えられました。それに，Ｐ

ＴＡのお母さん方がもちつき会の時のもちまきで使うもちの

準備やもちにつけるきなこやしょう油だれなどの準備をして

くれたおかげで味のついたもちを食べられました。ぼくは，特

にしょう油だれがおいしくて，６，７回も食べました。 

米作りは，いろいろな苦労があるし，もみから育てるのはす

ごく大変でした。ぼくは，米を作る側になって苦労を知れたの

で，お米一粒残さないようにしたいと思いました。もち米作り

に協力していただきありがとうございました。 

５年生 渡邊粋都，柿本元輝，柿本勇輝 

地域の皆様にいた

だいたそれぞれの

家庭の味のお漬物

もおいしいよ。 

地域の皆様に教えて

いただきながら，あんこ

もち，チョコレートも

ち，白もちを丸めます。 

１年生の時から毎

年もちつきを経験し

ながら，体で伝統を

受け継いでいきま

す。 

５年生が小瀬ＰＴＡ会長に宛てた感謝の手紙を紹介します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第８５回全国書画展覧会  金賞 ４年 渡邊陽有さん 
銀賞 ３年 山田悠禅さん，４年 小瀬雅姫さん，間山悠翔さん 

北海道「ごみの散乱防止などに関するポスター及び標語コンクール」  
    特別賞（食品容器環境美化協会長賞） １年 栗林季彩さん 

３on３バスケットボール大会 

 １２月１１日（火）中・昼休みを使って，文

化委員会が「みんなに本を好きになってもらう」

というめあてに向けて開催しました。図書室に

ある本について出された問題に関係する本を探

し，早押しボタンで答えます。宇文子イレブン

みんなで楽しみながら，本についての興味を高

めることができました。 

 １２月１１日と１３日に行われた中富良野町バスケットボー

ルクラブ主催「第４回３on３バスケットボール大会」に宇文子

を中心に保護者，先生方，卒業生，地域住民で「輝け宇文子」

「進め宇文子」「ファイト宇文子」の３チームを編成し，出場し

ました。 

 結果はともかく，スポーツを通し宇文小を核とした世代を超えた仲間が一丸となって一つの目的に向かって

取り組んだ経験は，子どもたちにとっても，参加した全員にとっても，この仲間の素晴らしさと宇文地域を大

切に思うかけがえのない経験になりました。さすが！宇文っていいね！と感じる時間でした。 

文化委員会「本のクイズ大会」 

重点教育目標達成に向けた子どもの姿について 
 (Ａ：そう思う，Ｂ：やや思う，Ｃ：あまり思わない，Ｄ思わない) 数値％ 

重点教育目標 子どもの姿 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

思いをしっか

り伝える子 

子どもたちは，自分の思いや考えを表現し，達

成感・満足感を味わっていた。 
79 21 0 0 

他を思いやる

優しい子 

子どもたちは，ご来校いただいた皆さんの立場

に立った，よりよい関わり方を身に付けていた。 
57 43 0 0 

ねばり強く取

り組む子 

子どもたちは，授業や発表，もちつきに意欲的

に，ねばり強く取り組んでいた。 
79 21 0 0 

 
 今年度の取組について ※アンケートの文章記述から一部抜粋 

期日・日程 

について 
A:71%,B:29% 

C:0%,D:0% 

○学芸会も終わり，落ち着いた時期だったのでよかった。  

△1 時間の参観だけでは一人一人を思うように見てあげられず，もっと時間があればと思う。 

△同時期に周辺の保育園や学校でももちつき会があり，来校してくれた子どもたちのくいつきがイマイチで残

念だった。 

授業参観 

について 
A:50%,B:50% 

C:0%,D:0% 

○地域の方に昨年までの「イベント」ではない，本来の「授業」を見せたことに価値がある。 

○子どもたちが喜ぶ授業内容だったと思う。親が協力出来た事も嬉しく思う。 

△昨年までは，参加型の授業参観だったが。今年は通常の授業だった。地域の方々にも普段の姿が見せられた？ 

▼１，２年生のお祭り広場がなくて残念だった。幼児が早めに来ても楽しめる企画が何かあったらよかった。 

もちつき会 

について 
A:50%.B:50% 

C:0%,D,0% 

○もちつき会としては，地域と子どもたちも楽しく行えてよかった。 

○PTA の皆さんの協力的な動きによって行えていることが良く分かった。地域の人々との交流のためという意

義を十分確認できた。 

△もちの種類を分かりやすくトレーに表示しておけば，あんとチョコが混ざらなく，食べるときも分かりやす

い。  

△会食のときは，地域の方と児童席が交流を深めるために同じ席で会食するとよい。 

その他 
△いつもより，来てくれた方が少ないように感じた。来年は，もちつき会をもっと周知できるように工夫する

といい。（地域の参加者に周知する方法として，防災無線で連絡する方法を検討） 

 

 

 

事後アンケートの結果といた

だいた貴重なご意見の一部を紹

介いたします。これらは，次年

度さらにより良い地域参観日・

もちつき集会にできるよう生か

していきます。ご協力ありがと

うございました。 

宇文子の頑張り 
 

給食センター職員の方による訪問教室 

 １２月２０日（木）の全校給食は，

富良野学校給食センターの職員の方に

よる訪問教室を実施いたしました。 

この日のメニュー「焼きうどん，ち

くわの磯辺揚げ」の調理作業の様子を

写真で紹介してもらったり，調理の際

使用している大きなしゃくとへらの実

物を見せてもらったりした後，一緒に

会食しました。給食を作る際の大変さ

を知ることで，当たり前と思っている

給食に対する感謝や残さず食べる気持

ちにつながったことと思います。 
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いよいよ子どもたちが楽しみにしている休みが

始まります。冬休み中は，有意義で楽しい冬休みに

するためにも冬型の事故や事件に遭わないよう注

意し，計画的に規則正しく，健康な生活を心がけて

過ごせることを願っています。 

子どもが電子メディア(ＴＶ，ゲーム，インター

ネット，スマホ等)に触れる時間を１日２時間以内

ということを目標に「スライド３０」に取り組んで

きましたが，先日行った児童アンケートでは，４割

の子が守れていませんでした。自由な時間が増える

冬休み中ですので，学校では「生活リズムチェック

シート」に各自が立てた「テレビやゲームの時間」

の目標を意識して自律的な生活ができるよう指導

しております。ご家庭でも声掛けをお願いします。 
※１２月～１月は、子どもの生活リズムの

向上を目的とした「早寝早起き朝ごはん」

運動啓発強化期間です。 

 

 

今月も学校ホームページで宇文小の「少人数のよさを最大限に発揮し，地域と共に一人一人

が輝く教育活動」をどんどん発信してい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 

冬休み中の各種取組 
冬休み中，これまでの学習を確かなものにするため

の「まなぶん」や少年団交流会「ドッジボール大会」，

分館事業の「書き初め会」などの取組があります。 

是非，お子さんを参加させませんか。 

安全で充実した冬休みを 

 

 

１日～３日 年始の休日 

４日（金） 学校閉庁日 

１４日（月）少年団交流ドッジボール大会 

１７日（木）公民館書き初め会 

２１日（月）朝会，交通安全指導，委員会  

２２日（火）読み聞かせ，スキー（北星山） 

２４日（木）英語(低・高)，二計測，職員会議 

２５日（金）英語(中・高)，自由研究発表会  

      チャレンジ記録会 

２８日（月）クラブ，書き初め展(～２月４日) 

２９日（火）児童生徒作品展示会 

３１日（木）英語(低・高) 

 

 

冬休み学習サポート『まなぶん(学文)』 
１２月２７日(木)２８日(金)9:00～11:00 

12月 27日(木)～１月 20日(日)２５日間 

 

 

今年１年，宇文小学校と宇文子イレブンに対し，い

つも温かいご支援とご協力を賜り心より感謝申しあげ

ます。本当にありがとうございました。 

来年の「亥年」は十二支の最後の年で。「たわわに実

った果実が種子となり，エネルギーを蓄えて次の世代

へと向かう準備をする」という意味があるそうです。 

宇文小の２０２０年の開校百周年に向けても象徴的

な１年となりそうです。新しい年，平成３１年もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

よいお年をお迎えください 
 

分館事業『書き初め会』 
１月１７日(木) 9:00～11:00 宇文小体育館 

◆日時 1月 29日(火)～2月 11日（月）10:00～21:00 

◆場所 ラテール(１階ロビー) 

 
 
１２月に入り中富良野小でインフルエンザ感染によ

る学級閉鎖が措置され，今年も流行が始まりました。ノ

ロウィルスによる感染性胃腸炎も毎年１２月～翌年１

月に流行のピークとなる傾向があります。 

宇文小では，各教室等に加湿器を稼働させるととも

に，手洗い等の予防に向けた指導等インフルエンザ対策

に努めております。 

 基本の「手洗い・うがい」の励行を徹底

するとともに，日頃の体調管理によって抵

抗力を高め，冬休み中も子どもたちが健康

に過ごせることを願っております。 

 

インフルエンザ・ノロウィルスにご注意を！ 

スポーツ少年団交流会「ドッジボール大会」 
１月１４日(月)9:00-11:30 スポーツセンター 

※詳しくは「育成会だより」をご覧ください。 


