
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

北海道の子どもたちは体力が課題，宇文小は？ 
先日、今年度の全国体力・運動能力テストの結果が公表され

ました。８種目の記録を点数化した「体力合計点」で北海道は，

小５女子が４０位で昨年度と同じ，小５男子が３９位（昨年度

３５位），中２男子が４３位（同４２位）と順位を下げ，中２女

子は１０回連続で最下位という依然課題が残る結果でした。 

宇文小で今年度の春に全校で行った「新体力テスト」の結果

は，全国平均を超えている種目の割合が５５％で，その中でも

特に立ち幅跳びは１８％しか達成しておらず，課題でした。 

その後，体育の学習やスポーツ少年団などを通して体力向上の取組を進め，特に 9月からは中富良野中学校の

松浦校長先生の指導や㈱昌和莫大小から全児童分の「裸足靴下」の無償提供も受けて「裸足ランニング」に取り

組んできました。 

人間本来の体の動きを取り戻すと運動パフォーマンスがあがる！ 
２回目となる，裸足ランニング講習会では，足の使い方だけではなく，赤ちゃん

は自然にやっている「腹ばい」「はいはい」「熊歩き」など運動を通して，上半身と

連動させた体本来の動きを指導いただきました。 

足指や足裏などの準備運動をすると，「不思議！前屈でさっきは付かなかった手が床に付い

た！」足の付き方のトレーニングをすると，「不思議！走った時さっきまでしていた音が全く

しなくなった！」一本げたのトレーニングの後走ると，「あれ！速く走れるようになった！」

「体がどんどん前に進む！」自分の体の明らかな変化を実感します。 

突然筋力が高まったから運動パフォーマンスがあがったはずがありませ

ん。裸足ランニングを通して人間本来の体の動きを取り戻すことで運動パ

フォーマンスがあがり，結果として体力が向上したのです。 

数値が証明！立ち幅跳びと縄跳びの記録が宇文子全員向上！ 
 裸足ランニングを始めて約半年。課題だった立ち幅跳びを１月末にもう一度計測しました。６月と比較すると，

全児童の記録が向上し，全国平均を超えた子の割合が１８％から７０％に増加しました。体の成長や日常の体力

づくりの取組により向上したとも考えられますが，一番伸びた子は４４㎝，全校平均して２１．２㎝の増加は，

全国平均の学年間の差が１０㎝であることから考えると裸足の効果の表れといえるのではないでしょうか。ま

た，９０秒縄跳びの結果も前期と比べ全員が向上し，平均で２３．４回増加しました。昨年の前期から後期への

増加回数の平均が０．６回だったことから考えても大幅な向上といえます。これも，裸足の効果と考えられます。 

「裸足の学校」で行こう！裸足を続けることで宇文子の体力を向上させたい！ 
 約１時間半の裸足講習を終えた子どもたちは。「楽しかった！」「いつも裸足がいい」「足が速くなった」など

笑顔でつぶやいていました。特に，一本げたで得た実感が絶大だったこともあり，「これ（一本げた）を上靴に

したい！」という声。「１０足で３万円」で買えるそうです。スポーツ育成会で買ってもらえませんか？ 

 さて，講習の最後に松浦校長先生は３つの助言をしてくれました。 

◆毎日必ず足指マッサージをしよう！ 

◆裸足で運動を続けよう！（できれば裸足で生活を） 

◆雪が溶けたらグランドを裸足で走ろう！ 

これを続けて運動パフォーマンスを高めることで，新年度の体力テ

ストでどんな向上が見られるかが楽しみです！ 

裸足に興味のある方は，松浦校長のブログを是非ご覧ください 

https://ameblo.jp/rxq03350/ （中富中ＨＰから入れます） 

 

 

中富良野町立宇文小学校 学校だより 

平成 3１年２月２８日（木） 

校長 里 村   徹 

https://ameblo.jp/rxq03350/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第２回の「宇文小学校の教育を語る会」を行いました。「教育を語る会」は，「宇文小が保護者や地域住民の信

頼に応え，家庭や地域と連携して一体となって子どもたちの健やかな成長を願い，より一層地域に開かれた学校

づくりを推進する」ことを目的としています。 

 昨年度は，この会でいただいた意見を基に，今年度に運動会の午前日程化や児童・保護者・地域住民が一堂に

会した「親睦交流会」の実施などが実現しました。今回は，今年度の学校運営の成果と課題，また学校評価を受

けて新年度の学校づくり（右ページ参照）についての説明と熟議を行いました。 

 この「宇文小学校の教育を語る会」が，新年度から「宇文小学校学校運営協議会」に変わります。 

 

学校運営協議会とは 
 教育委員会が設置する「学校運営協議会」が置かれた学校を「コミュニティー・スクール（以下ＣＳ）」と呼び

ます。中富良野町では，今年度中富良野小に先行して設置され，来年度からは町内全校がＣＳとなります。 

 右図は，ＣＳのイメージ図で，学校運営協議会には，次の３つの役割があります。 

◆校長が作成する学校運営の基本方針

を承認する。 

◆学校運営について，教育委員会又は学

校に意見を述べることができる。 

◆教職員の任用について，教育委員会規

則で定める事項について，教育委員会

に意見を述べることができる。 

今回の「語る会」では，新年度から宇

文小のＣＳがスムーズにスタートできる

ように，会の目的の確認や組織体制，活

動計画や内容，予算などについて話し合

いました。 

宇文小の学校運営協議会は 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇文小ＣＳの合言葉「子どもも，親も，地域住民もみんなが笑顔で集まる学校に！」 
 ＣＳは，学校と地域が一体となって特色ある学校づくりを進める学校のことで，学校運営協議会はそのための

「学校の応援団」です。ですから，宇文小は，もうすでにＣＳになっていると考えます。基本的には何も新しい

ことは始まりません。もうすでにやっているからです。 

ただ，新年度から中富良野町教委の施策としてＣＳとして指定されることを生かし，①これまでの家庭や地域

と一体となって行ってきた様々な活動を子どもたちのためにより充実させること，②たとえ人が入れ替わっても

対応できる持続可能な体制にすること，③宇文子を支える「教育は，共育」によって，宇文地域そのものが元気

になることにつなげていきたいと考えています。 

私は，宇文のＣＳの合言葉を「子どもも，親も，地域住民もみんなが笑顔で集まる学校！」にしたいと思って

います。学校が地域と連動したグローカルな宇文ブランドの教育活動を行い，子どもたち一人一人が大切にされ

て確かな学力，豊かな心，たくましい体力がめきめきと育まれている学校には，みんなが行きたくなります。す

ると宇文小は「みんなが笑顔で集まる学校」であり続けるはずです。 

 

 

第２回「宇文小の教育を語る会」を行いました。  ２月２１日（木） 
 

子どもも，親も，地域住民もみんなが笑顔で集まる宇文小学校に 

新年度から宇文小は，コミュニティ・スクールになります！ 

学校（校長・教頭） 

宇文連合会長 

宇文老人会長 

児童民生委員 

Ｐ Ｔ Ａ会長 

児童母親代表 

宇文地区幼児保護者代表 

 

学校（校長・教頭） 

宇文小同窓会長【会長】 

Ｐ Ｔ Ａ会長【副会長】 

宇文連合会長 

宇文老人会長 

児童民生委員 

児童母親代表 

宇文地区幼児父親代表 

宇文地区幼児母親代表 

教育相談員・教育委員会 

 

話合いで確認された内容 

◆委員は，教育委員会が任命し，報償費が支

給されます。 

◆町から活動費５万円が与えられます。 

◆年３回（４月，１０月，２月）の会議を開

催します。 

◆新たな取組を立ち上げるのではなく，今あ

る活動（地域合同運動会，学校田米作り，

もちつき等）の充実を図ります。 

◆開校百周年記念事業とも関連付け地域と連

動した活動を工夫します。 

組織構成は，下の現行から，

右のように変わります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇新学習指導要領に沿ったカリキュ

ラム・マネジメントを進めます！  

◇全校で共通した指導を行う「宇文
スタンダード」を確立します。 

◇全ての子が「わかった」「できた」

と実感できる学習を行います！ 

◇少人数での「主体的・対話的で深

い学び」のある授業改善を進めま

す！  

  

 

平成３１年度の重点教育目標 

進んで学び合い，確かな学力を身に

付け，自ら問題を乗り越える子ども 

互いのよさを認め，他者と

共によりよく生きる子ども 

粘り強く自ら心身を鍛え，自

らの命を守る子ども 

◇豊かな心を育む道徳教育と読書

活動を進めます！  

◇互いのよさを認め合える行事や

校内掲示を工夫します！  

◇子どもの願いを実現し自己有用

感を高める児童会活動を工夫し

ます！ 

◇地域の方と関わる活動を充実さ

せます！ 

 

◇進んで健康・安全，体力向上を目
指す取組の習慣化を進めます！  

◇自分の目標に向かい粘り強く取り
組む体育活動を工夫します！  

◇自分の命と健康を自分で守ること
のできる指導（いじめ防止，安全，
防災，食育，情報モラル，食育）
を進めます！  

◇健康を自己管理できる望ましい生
活習慣を身に付けさせます！  

 

改善の方向性 

未来を切り拓く知恵と心豊かでたくましい心身をもつ宇文子 

学校教育目標 

未来へ輝け 宇文子 合言葉 

◆道徳，外国語活動，外国語，移
行期の適切な指導，プログラミ
ング学習など，社会に開かれた
教育課程の適切な編成と実践 

◆学習規律，基本的な学習の流れ，
話合いの仕方等の「まなぶんル
ール」を全校で統一し「宇文ス
タンダード」の定着 

◆進んで学ぶ家庭学習の習慣化を
図る指導の工夫  

◆基礎的・基本的な学習内容の定
着を図る「漢字・計算名人検定」
やユニバーサル・デザイン授業
の工夫・改善 

◆複式授業の充実と少人数でも互
いに学び合える授業改善 

◆個に応じた読書リストや興味関
心，自校有用感を高める読書環
境の充実 

◆いじめアンケート，児童理解支
援ツール「ほっと」の活用や日
常のきめ細かい見取りを生か
し，自己規範意識と望ましい人
間関係を育む指導 

◆キャリアノートの効果的な活用
によるキャリア教育の充実  

◆主体的に集団の向上を目指す活
動を保障する活動の改善 

◆互いのよさを認め合う児童会活
動（朝会，各種集会等）や地域
の方と関わる行事（クリーン作
戦，花壇づくり等）の充実 

 

 

◆裸足ランニングの継続と効果の
検証，体力の状況に応じた体力
づくりの取組や体育授業の指導
の改善・充実 

◆「体力手帳」を効果的に活用し，
児童の主体的で粘り強い健康・
運動活動の推進と習慣化 

◆給食センター等の関係機関との
連携を効果的に活用し，自分の
命と健康を守ることのできる保
健・安全指導と食育の推進 

◆家庭と連携しメディアに触れる
時間を自己管理し望ましい生活
習慣への改善を図る「宇文子元
気プロジェクト」の取組 

 

具体的な改善の方策 このような取組を進めます！ 

このような力の育成を目指します！ 

★学校運営協議会制度を導入したコミュニティ・スクールとして家庭・地域と連動・協働した学校経営 

★「学校における働き方改革」を推進し，教師のパフォーマンスの向上による質の高い教育の実現 

★開校百周年記念事業を核とし，宇文の歴史と伝統を振り返り，郷土愛，愛校心を育む教育の推進 

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の推進 
学校経営方針 

他の学習や生活の中で使うこと

ができる基礎的な力 

 

       

生きて働く知識・技能   

 

 

感性を働かせて理解し，適切に

行動する力 

 

 

健康・安全で活力ある自律的な

生活を送るための基礎的な力  

 
未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力 

 
学びに向かう力・人間性 

事物の中から問題を見出し，見通し

をもって実行し，適切に伝える力 

 主体的な学びを生かし，進んで

多様な人々と協働する力 

進んで他者とのよりよい生活を

築こうとする力 

 

 

 

心身の健康と安全についての課

題の解決に向け考え，実行する力 

 進んで健康・安全で活力ある自

律的な生活を日常化する力  

自己を見つめ，物事を多面的，多角的に考え，

自己の生き方についての考えを深める力 

 

学校評価を受けて，さらにより良い宇文小学校にするために，現在全職員で新年度の計画を作成してい

ます。その概要について次のように整理しました。ご理解とご協力をお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日（金）朝会，英語（中・高），参観日 

４日（月）ＰＴＡ役員会 

７日（木）英語（中・高），職員会議， 

８日（金）英語（高），ＰＴＡ監査 

９日（土）中富良野中卒業式  

１０日（日）町民ミニバレーボール大会 

１４日（木）英語（高），清掃週間（～20日） 

１５日（金）朝会，英語（中・高），進級を祝う会 

２０日（水）PTA・育成会総会，懇親会 

２１日（木）春分の日 

２２日（金）修了式，大掃除，職員会議 

２３日（土）学年末休業 

２４日（日）宇文小教職員歓送迎会 

 

 

 

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 

新１年生一日入学 ２月１２日(火) 
４月から新しく宇文子の仲間入りをする新１年生「渡邊杜

碧さん」の一日入学がありました。保護者の説明会の間，杜

碧さんは，１～２年生と一緒んじシュート棒を作ったり，風

船バレーをしたりして学校生活を体験しました。最後にメッ

セージを書いたメダルをプレゼント。入学への期待と安心を 

感じることができたことと思います。１・２年生も新１年生を迎える活動を通して，一つ

お兄さん，お姉さんに成長できました。 

 

地域貢献事業でチューブ滑り山ができました！ ２月１５日(金) 

 今年度，互いのよさを認め合い自己有用感を高めること，学習の成果

を分かりやすく伝えることを大切にした取組の一環として朝会で学年ご

とに「暗唱発表」を行っています。 

 今回の朝会で１・２年生は宮沢賢治作「風の又三郎」の導入部分を発

表しました。「どっどど どどうど どどうど どどう 青いくるみも吹

きとばせ，すっぱいかりんも吹きとばせ どっどど どどうど どどう

ど どどう」と，全身を使って力一杯の声で表現することができました。 

朝会での暗唱発表 ２月１５日(金) 

 地域貢献事業として丸善建設さんが子どもたちのために

グラウンドにチューブ滑りができる階段付きのスロープを作

ってくださいました。 

 子どもたちは，中・昼休み，放課後にチューブや家から持

ってきた肥料袋をもって雪だらけになって楽しく遊んでいま

す。風邪に負けない健康な体作りのためにも外遊びは大切で

す。雪遊びができるのもあとわずかですが，大いに活用して

ほしいと思います。 校長から感謝状，柿本児
童会長から感謝の言葉を
贈りました。 

文部科学省が新学習指導要領を

ＰＲするＨＰを新設しました。こ

れに向かい今学校は，教育は大き

く動いています。是非ご覧いただ

ければと思います！ 


