
 

 

 

 

 

 

  
 

「徳」「自」「和」を追求した自分に自信を持ち 
「知」に磨きをかける７月にしよう！ 

 
校長 加茂田 実  

 

６月は、小学校での熱中症による子どもたちの救急搬送が多く報道されたり、６月 25日（土）には全国的

に気温が上昇し、群馬県伊勢崎市では６月の気温観測史上初の 40．2℃を記録したりと、大変危険な天候が続

いています。 

本校におきましては、教室でのエアコンと扇風機を作動させ快適な学習環境を整えると

ともに、子どもへこまめな水分補給を促しています。また、登下校や屋外での遊び、体育

の時には、指導者も含め積極的にマスクを外すことを進めるとともに、（公財）日本スポ

ーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」を基に宇治田原町教育委員会が作

成した「宇治田原町立学校での諸活動における熱中症予防対策の指標」に従って、「暑さ指数計」を活用し、

示す指数により「適切な水分補給や休息確保」「運動の制限・中止」などの熱中症予防対策に力を注いでいま

す。さらに、新型コロナウイルス感染防止対策も継続し、子どもたちが安心・安全な学校生活を送ることがで

きるよう取り組んでいます。 

さて、４月には、学校教育目標とその実現のため人格形成における「知」「徳」「体」「自」「和」を大切

にした教育を推進していくことをお伝えするとともに、子どもたちには、４月の始業式で「知」「徳」「体」

「自」「和」について、以下のように具体的な例を出して、成長への願いを伝えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そして、５月の学校朝会では、「ハナミズキ」の「花ことば」のエピソードから、互いの「優しい行動」【徳】、

「優しい自分」【自】「互いに仲良くする」【和】を大切にすることを子どもたちに伝え、６月の学校朝会で

５月の自己を振り返ってもらうとともに、６月に「どのようにしたいか」ということも書いてもらいました。

全員の「振り返り」を読みましたが、６月も頑張りたいという「意欲」を読み取ることができました。 

 １学期も残すところ２０日間。５，６月に「優しい行動」【徳】、「優しい自分」【自】、

「互いに仲良くする」【和】についてよりよい自己を追求し頑張った自分に「自信」を持ち、

７月は「学習」【知】に力を注いでほしいと思います。 

 学校におきましては、１学期のまとめの学習と子どもたち一人一人の状況に応じた学習支

援を進めて参ります。つきましては、ご家庭におかれましてもお子様の学習の状況に応じた

支援をしていただければ幸いです。 

 そして、子どもたち一人一人が、終業式の日に成長した自己を「振り返る」ととともに、夏休みにおける自

己の課題解決に意欲を持てるようにしていきたいと思いますので、何卒宜しくお願いいたします。 

ＨＰアドレス・ＱＲコード  
http://www.kyoto-be.ne.jp/ujitawara-es/cms/ 

維孝館学園 
宇治田原町立宇治田原小学校  

発行:令和４年７月１日 学校だより 

 
住所 〒610-0261 京都府宇治田原町岩山丸山 36   
TEL 0774-88-2214  FAX 0774-88-5599  

「知」：「知るの知」「知識の知」であり「学習」をしっかりしてほしいこと。 

「徳」：「道徳の徳」であり「優しい行動」「正しい行動」ができる「心」を育ててほしいこと。 

「体」：「体育の体」「体（からだ）の体」であり「運動をして身体を鍛える」「健康な身体をつくるための食事や

睡眠」を大切にしてほしいこと。 

「自」：「自分の自」「自立の自」であり、「今の自分がどのような状況であるか見つめ直し改善する力」や「起床

や学校の準備」「通学班での登校」「整理整頓」など、「自分でする力」を付けてほしいこと。 

「和」：「平和の和」であり、「仲よくすること」「互いに相手を大切にし、協力し合う関係にあること」と説明

し、「仲良くすること」「協力すること」を大切にしてほしいこと。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月（下校予定時刻の変更日） 

14 木 全校…１３時２５分ごろ 

15 金 全校…１３時２５分ごろ 

19 火 全校…１３時２５分ごろ 

20 水 全校…１１時３０分ごろ 

 

７月の行事予定 
  

１ 金 [国土交通省]河川水難事故防止週間（～７日） 

４ 月 委員会活動⑥ 

５ 火 ２･３年交通安全教室（②３－１ ③２－１ ④２－２） 

６ 水 チャレンジタイム⑤ 

８ 金 
諸費振替日 

安全登校週間(～15日) 

11 月 ６年薬物乱用防止教室①６－１ ②６－２ 

12 火 スクールカウンセラー来校日 

14 木 短縮４校時給食あり 

15 金 
短縮４校時給食あり 通学班会④ 

安全の日 諸費再振替日 

18 月 祝「海の日」 

19 火 短縮４校時給食あり（給食終了） 

20 水 
短縮３校時 第１学期終業式 大掃除 
個人懇談会Ⅰ 

21 木 夏季休業開始 個人懇談会Ⅱ 

22 金 個人懇談会Ⅲ 

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う行事の変更もあります。 

ご了承くださいますようお願いいたします。 

丸数字は「○時間目」
を表します。 ８月の主な行事予定 

10 水 学校閉校日（～16日） 

22 月 
夏の勉強会〔9:00～10:30〕 

※案内をもらった児童のみ参加 

23 火 
夏の勉強会〔9:00～10:30〕 

※案内をもらった児童のみ参加 

24 水 
夏の勉強会〔9:00～10:30〕 

※案内をもらった児童のみ参加 

29 月 短縮３校時 第２学期始業式 大掃除 

30 火 
短縮４校時給食あり（給食開始） 

警報発表時の緊急下校訓練(一斉下校) 

31 水 短縮４校時給食あり 身体測定(低) 

※予定は変更になる場合があります。 

８月（下校予定時刻の変更日） 

29 月 全校…１１時３０分ごろ 

30 火 全校…１３時２５分ごろ 

31 水 全校…１３時２５分ごろ 

 

ＰＴＡ・保護者関係行事
を太字にしています。 

７月の生活目標：みんなで協力して身の回りをきれいにしよう！ 

適宜、マスクの着脱を！ 

 コロナも心配、熱中症も心配というマス
クの着脱の難しい時期です。 
学校においては先だって動画を作成し、
全校児童に一定共通の指導ができるように
してきました。 
今は熱中症のリスクを
重視し、登下校時、外での
活動時などはマスクを外
すように指導をしていま
す。 
また、マスクの着脱に
関して子ども同士の注意
はやめておくようにし、
教師の方で声かけするよ
うにするなど、実態に応
じた指導も進めていま
す。 
 

個人懇談会 

 ７月 20日(水)～22日(金)は個人懇談会

となっています。 

６月 23日(木)に「個人懇談日時のお知

らせ」を配付しましたので 

ご確認の方、よろしくお 

願いします。 

夏季休業中の中止行事について 

①「水泳教室」については、今年度、行いません。 

②「図書室開放」についても、今年度、行いません。 

③「なかよし合同学習会」についても、今年度は 

中止となりました。 

あわせて、お知りおきください。 



４年生「校外学習」、５年生「林間学習」 

 ５月に引き続き、感染対策を十分に行った上で、内容も見直しながら、各行事を少しずつ実施しています。

その中から今回は５年生の林間学習と４年生の校外学習を紹介します。 

６月１４日（火）には４年生がエコポート長谷山に校外学習に行きました。また、６月１６日（木）、１７

日（金）５年生が京都府立るり渓少年自然の家に林間学習に行きました。 

 友達と一緒に行う様々な体験活動に、目をきら

きら輝かせながら取り組む子どもたちの姿が見

られました。 

※各行事の詳細はＨＰにも掲載していますので、そ

ちらもぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泳学習、楽しく、安全に！ 

６月２０日（月）のプール開きから、各学年６時間（６年生は＋２時間「着衣泳」あり）の水泳学習に取

り組んでいます。 

３年ぶり、さらに新型コロナウイルス感染対策を施した上での水泳学習となるため、安全を最優先した形

で工夫しながら実施しています。例えば、前後左右の距離を空けるためのマークに並んで座る、バスタオル

が重ならないようにタオル掛けロープを増設する、コロナ禍でも行える練習方法を教師が動画を見て学ぶ、

教師は水泳用マスクを着用する、ビート板は他の人と共有しない等です。 

様々な制約はあるものの子どもたちは

「おしゃべりをせず」本当に素晴らしい態

度で楽しみながら学習に取り組んでいま

す。家庭でも水泳学習の話に耳を傾けてみ

てください。 

５年生「非行防止教室」 

６月２日（木）、５年生が警察ＯＢのスクールサポーターの方を講師にお迎えし、「非行防止教室」を行い

ました。 

非行防止教室では子どもたちの規範意識を高めるとともに、自分で自分の

身を守るスキルなどを身に付ける取組です。その中でも子どもたちに必ず覚

えておいてほしいものは「判断４原則」で、それは【①自分がされたら傷つ

いたり、困ったりしないか。 ②大切な人をがっかりさせないか。 ③人に

迷惑をかけないか。 ④法律やきまりを破っていないか。】というものです。

今回学んだことを活かし、やって良いこと、悪いことを理解し、正しい行動

ができるようになってほしいと思います。 

児童会行事「きずな集会」 

 宇治田原小には、１～６年生７、８人で編成する異年齢集団「たてわり班（赤組・白組）」があります。 

昨年度はコロナの影響もあり、たてわり班での活動が十分にできません

でしたが、今年度は感染対策も行いながら、活動を進めていく予定です。 

 その発足の意味を込めて、６月２１日（火）には「きずな集会」を行いま

した。めあてを「たてわりはんの一人一人の心をつなぎ、みんなが笑顔にな

れるきずな集会にしよう。」として、きずなを深めるための遊び『名前神経

衰弱』を行いました。神経衰弱をして、２枚名前がそろった人が自己紹介を

するというもので、子どもたちは自分の名前と好きな物などを元気よく発

表していました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

「警報発表時の緊急下校訓練」実施のお知らせ 

本年度も、警報発表時の緊急下校を想定した地区別一斉下校を行います。例年は２学期始業式の日におこ

なっていましたが、何かと慌ただしいスケジュールになってしまうため、１日遅らせて実施します。 

内容は、警報発表時の緊急下校指導や防犯安全点検や通学路点検を予定しております。皆様方には、何か

とご多用のことと存じますが、お誘い合わせの上、多数ご参加いただきますようご案内いたします。 

なお、新型コロナウイルス感染防止のため、密を避け、地区ごとに下校しますので、見守り安全パトロー

ル隊の皆様の紹介は行いません。ご了承くださいますようお願いします。 

    

     日時：８月３０日（火）午後１時２０分（雨天実施）【放送による順次下校】 

（安心安全マップによる安全指導及び通学路の点検含む） 

 

※ 見守り安全パトロール隊の皆様は、可能な範囲でご参加いただき、その際は午後１時１５分に運動場

にご集合願います。児童は放送に従い、順次班ごとに運動場に出てきますので、ＰＴＡ役員（生活委

員）・地区担当教師とともに下校していただきますようよろしくお願いいたします。 

児童をお迎えの保護者様は、正門付近で児童の引き渡し訓練を行いますので、正門での待機をお願いし

ます。 

 各地域においては、通学班の集合場所での引き渡し訓練も行います。ご在宅の方は、下校時刻に合わせ

て集合場所での引き渡しにご協力ください。 

学校と地域をつないでいただく 

学校支援ボランティアコーディネーターのご紹介 

大西 保夫 様    阪本 伊三雄 様 

    学校評議員のご紹介（五十音順） 

石倉 忠夫 様   今西 峰和 様  谷村 稔 様 

～子どもたちに豊かな心を育むために～【宇治田原地域ぐるみ子育てネットワーク】 

「第１回ゆうゆうらいふ イン 宇小」報告 

３年ぶりに、規模を縮小した形で実施しました第１回「ゆうゆうらいふ イ

ン 宇小」。この事業は、「学社連携事業（学校と地域社会が連携して実施する

事業）」で、宇治田原地域ぐるみ子育てネットワークが主体となり進めていま

す。今回は、参加者・スタッフ含め約５０名が集まり、好天の中、行われまし

た。内容は、大きく２つで「看板づくり」と「さつまいもの苗植え」でした。 

はじめに、小学校の中庭で、看板づくりを行いました。廣澤様（本校卒業

生）に描いていただいた原画をベニヤ板に鉛筆書きで拡大したものに、子ども

と大人で協力してポスターカラーで彩色していきました。カラフルでステキな

絵が仕上がりました。後日、さつまいもの苗を植えた畑に設置します。 

その後は、長山在住の山本様にお借りした学校近くの休耕田でさつまいもの

苗１００本の植え付けを行いました。子どもも大人も楽しんで活動しました。 

次回は１０月２２日（土）に「第２回ゆうゆうらいふ イン 宇小」を予定

しています。今回植えたさつまいもの収穫と火起こし体験をします。第１回に

参加した人はもちろん、参加していない人でも興味があればどしどし参加して

ください。 


