
 

 

 

 

 

 

  
 

「人権月間」の充実により 
        子どもたちの成長を願う 

 
校長 加茂田 実  

 

 紅葉や銀杏が美しく色づく 11月になりました。10月 15日（土）には、子どもたちが“笑顔”“協

力”をテーマに、思い出に残るすばらしい運動会を創り上げました。保護者の皆様方には、コロナ禍に

より午前中開催となりましたが、大勢の方に子どもたちのがんばりを温かく見守っていただきまして誠

に有り難うございました。  

さて、学校では 11 月を「人権月間」とし、京都府教育

委員会作成の人権学習資料集から子どもたちの状況に応

じた教材を活用して「人権学習」に取り組みます。また、

児童会活動としては、宇治田原小学校「きずな」を深める

ための児童会目標「笑顔第一 ～みんなの心をつなぐ 宇

治田原小学校～」を追究する活動を、そして、昨年度まで

第３学期に実施していました「福祉体験学習」（右図参照）

につきましても、11月に実施する予定をしています。 

 さらに、本日の学校朝会では、北原白秋の詩「ひとつのことば」をも

とにした私の話から、子どもたちは自分の「言葉遣い」について見つめ

直し、目標を設定。本日より１ヶ月間、設定した目標を意識した生活を

送ります。このように「人権」に係る学習・取組を１ヶ月間集中して行

うことを通して、子どもたちの人を大切にする心「徳」、自己を見つめ

修正・調整する力「自」、人と互いに心地よく生活していく力「和」等

についての成長を目指します。 

 ところで、11 月に入り、昼間が一層短くなってきますと、日光を浴

びる時間が短くなります。すると、精神の安定や安心感などが増す、別

名「しあわせホルモン」と呼ばれる神経伝達物質セロトニンの分泌が減

少し、不安定な状況が生まれてしまいます。また、大きな学校行事を終

えた後である 11月は、全国的に見ると「いじめ」がふえる時期でもあ

ります。「セロトニン」を増やすには、必須アミノ酸の「トリプトファ

ン」を食事から摂取する必要がありますが、「トリプトファン」は、豆

腐・納豆などの豆類、チーズ・牛乳・ヨーグルトなどの乳製品、米など

の穀類に多く含まれます。また、肉や魚にも多く含まれ、卵・バナナに

も含まれます。こうしてみると、この時期、特に、朝・昼・夜の三食を

しっかり食べることが大切になってくることが分かります。当たり前

のことですが、子どもたちも、我々大人もバランスの良い食事を大切にしたいものです。 

 学校におきましては、引き続き「子どもを認める言葉の習慣化」の実践を基本とし、前述した学習・

取組を展開していきます。 

 つきましては、ご家庭におかれましては、お子様の食生活を中心に、十分な睡眠と戸外での遊びや運

動にご配慮いただきますとともに、「言葉遣い」について、お子様が設定された目標を共有していただ

き、励ましの言葉かけ等にご協力いただきますようよろ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/ 
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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  

◆福祉体験学習◆ 

 第１学年：「アイマスク体験」学習 

 第２学年：「手話体験」学習 

 第３学年：「点字体験」学習 

 第４学年：「車椅子体験」学習 

 第５学年：「高齢者疑似体験」学習  

 第６学年：「障害福祉サービスセンター宇治田原」 

      訪問等による「障がい」についての学習 

各学年における「障がい理解教育」の推進 

 ひとつのことば 

              北原 白秋 

 

 ひとつのことばで けんかして 

 ひとつのことばで なかなおり 

  

 ひとつのことばで 頭が下がり 

 ひとつのことばで 心が痛む 

 

 ひとつのことばで 楽しく笑い 

 ひとつのことばで 泣かされる 

 

 ひとつのことばは それぞれに 

 ひとつのこころを  持っている 

 

 きれいなことばは  きれいな心 

 やさしいことばは  やさしい心 

 

 ひとつのことばを 大切に 

ひとつのことばを 美しく 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11月（下校予定時刻の変更日） 

７ 月 ４～６年…１５時５５分ごろ 

21 月 ４～６年…１５時５５分ごろ 

24 木 
全学年･･･通常下校に変更 
（１・２年１４時５０分ごろ ３～６年１５時４０分ごろ） 

 

１１月の行事予定  

１ 火 
学校朝会 体測(４･５･６年) 
人権月間(～30日) 

２ 水 体測(１･２･３年) 

３ 木 祝「文化の日」 

７ 月 クラブ活動⑥ 

８ 火 学校朝会 

９ 水 
町特別支援学級交流会①～③ 

※たんぽぽ・まなび・あゆみ学級が参加 
検尿二次 チャレンジタイム⑤ 

11 金 安全登校週間(～18日) 

15 火 学校公開・授業参観②(２・４・６年) ③(１・３・５年) 

16 水 
安全の日 ４年交通安全教室②③ 
チャレンジタイム⑤ 

17 木 町あいさつ運動 

18 金 持久走記録会Ⅰ（１・２年） 通学班会（ゴゴスタ） 

19 土 
町小･中学生主張大会 

 ※６年生代表児童２名が発表参加 

21 月 持久走記録会Ⅱ（３・４年） クラブ活動⑥ 

22 火 持久走記録会Ⅲ（５・６年）    ＰＴＡ本部役員会 

23 水 祝「勤労感謝の日」 

24 木 

通常校時（１・２年：５校時 ３～６年：６校時） 
※学校だより１０月号の掲載内容から変更しました 

維孝館学園公開授業⑥ 
※田原小・維孝館中の先生が参観に来られます。 

25 金 持久走記録会予備日 

28 月 委員会活動⑥ 

29 火 
スマホ・ケータイ人権教室②６年 ③５年 ④４年 
スクールカウンセラー来校日 

30 水 学校朝会 チャレンジタイム⑤ 

※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。 １２月の主な行事予定 

２ 金 学校朝会 

５ 月 クラブ活動⑥ 

７ 水 ４年建設現場見学学習②～④ 

９ 金 
６年維孝館中学校体験入学 
学校安全週間（～16日） 

13 火 
学校朝会 
スクールカウンセラー来校日 

15 木 町あいさつ運動 

19 月 学校保健会議 

20 火 

短縮４校時給食あり 

弁護士による授業③５年 ④６年 

個人懇談Ⅰ（希望制） 

21 水 
短縮４校時給食あり 通学班会④ 

個人懇談Ⅱ（希望制） 

22 木 
短縮４校時給食あり（給食終了） 
個人懇談Ⅲ（希望制） 

23 金 
短縮３校時給食なし 
終業式 大掃除 

※予定は変更になる場合があります。 

12月（下校予定時刻の変更日） 
５ 月 ４年…１５時５５分ごろ 

９ 金 ６年…別途お知らせします 

20 火 全校…１３時２５分ごろ 

21 水 全校…１３時２５分ごろ 

22 木 全校…１３時２５分ごろ 

23 金 全校…１１時３０分ごろ 

 

ＰＴＡ・保護者関係行事

を太字にしています。 

１１月１６日(木)４年交通安全教室に関わって 

 田辺警察署員の方に来ていただき、講習

を受けます。その際、４年生に合ったサイ

ズの自転車が８台ほど必要になります。学

校にも数台ありますが、サイズが小さいも

のが多いため、足りない分を家が近い方や

ＰＴＡ委員の方等に貸していただく 

お願いをすることがあります。 

ご理解ご協力くださいます 

ようお願いします。 

１０月２４日（木）の校時について 

「学校だより１０月号」においては、教

職員研修のため『全校５校時』としていま

したが、内容に変更があったため『通常校

時』になりました。今月号が正しい表記と

なっております。ご確認ください。 



一人一人ががんばった運動会の振り返り 

児童会スローガン「笑顔第一 ～最後まで仲間と協力するスマイル運動会～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸術の秋！各コンテスト入賞者の紹介 
 

ライオンズクラブ国際協会主催「第 35回国際平和ポスターコンテスト」 
最優秀賞  山中 柚子葉（６－２） 

安村 ここみ（５－１） 
佳 作 青山 莉沙 （６－１） 

下司 葉子 （６－２） 
平和 佑基 （５－１） 
永谷 雨音 （５－２） 

優秀賞 池本 大地 （６－２） 
中村 綾乃 （６－２） 
河嶋 翠  （５－１） 
武藤 杏  （５－１） 

 

宇治田原町「生涯学習フェスティバル文化祭プログラム表紙原画」 
佳作 浅田 紗奈 （２－１） 

木村 司  （２－１） 
佳作 野村 亜暖 （２－１） 

松岡 明日奏（２－１） 
 

宇治田原町「町民体育大会ポスター」 
最優秀賞 今橋 はな （３－１） 佳作 北川 海音 （３－１） 

髙田 修吾 （３－１） 優秀賞 山本 美恭 （３－１） 
 

宇治田原町「防火ポスターコンクール」 
最優秀賞 菅野 太陽 （４－１） 優秀賞 浅田 武瑠 （４－１） 

伊藤 咲良 （４－１） 
辻井 ひより（４－１） 

 

宇治田原町選挙管理委員会「明るい選挙啓発ポスター」 
優秀賞 今西 桃子  （６－１） 

増井 愛音彩 （６－１） 
佳 作 宇田川 健斗 （６－１） 

河井 陽崇  （６－１） 
大塚 結斗  （６－２） 

 

校内持久走記録会について 
 持久走記録会につきましては、昨年度同様校内で以下の形での実施を予定しています。 

 (1) 体育科の授業として実施する。 

  (2) 低・中・高学年ブロック毎に、運動場に設定した周回コース（150ｍ）を走る。 

  (3) 走る距離は ア 低学年（第１，第２学年）： ５周  750ｍ 

         イ 中学年（第３，第４学年）： ８周 1200ｍ 

         ウ 高学年（第５，第６学年）：１０周 1500ｍ 

  (4) 運営は教職員で行う。（各担任、養護教諭、学力充実教員など） 

※なお、今年度につきましても、新型コロナウイルス感染防止の観点等から参観は予定しておりません。 

～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２回ゆうゆうらいふ イン 宇小」報告 
１０月２２日（土）に、第２回「ゆうゆうらいふ イン 宇小」が実施され

ました。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４５名が集まり、秋晴れの中、「火起こし

体験」と「さつまいも掘り」が行われました。 

はじめに、小学校の家庭科室前アスファルトにて、「火起こし体験」を行い

ました。子どもだけでは簡単には火が起こせないので、大人の方にも協力して

もらって、たくさんのグループが火起こしを成功することができました。 

その後は、学校近くの休耕田でさつまいも掘りを行いました。１００本植え

たさつまいもの苗は、参加者が一人３、４個さつまいもを持ち帰れるくらいま

で立派に成長してくれました。土にまみれながらみんな笑顔で楽しんで活動す

る様子がとても素敵な光景でした。 

今後も様々な活動を通して、「学校・家庭・地域の絆（つながり）」を深めて 

いきたいと思います。ご参加・ご協力いただいたみなさま、本当にありがとうございました。 


