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    の行事予定 
 

 １日(金)  安全点検日 

 ３日(日)  憲法記念日 

 ４日(月)  みどりの日 

 ５日(火)  こどもの日 

 ６日(水)  振替休日 

７日(木)  外国語 NPO（中・高） 

８日(金)  児童会活動 

１０日(日)  ＰＴＡ環境整備作業 

１２日(火)  全校集会（認証式） 移動図書 

       外国語 NPO（高） 

１３日(水)  心電図検診（１年生） 

１４日(木)  尿検査（一次） 避難訓練（不審者） 

       引き渡し訓練 

       外国語活動 NPO（中・高）  

１９日(火)  外国語 NPO（高） 児童会総会 

２０日(水)  内科検診  研修会議 

２１日(木)  ALT  クラブ活動（計画） 

２６日(火)  田植え体験学習 外国語 NPO（高） 

２８日(木)  尿検査（二次） 

 

 

 

＊昨年の５月からダイエットを始め 10 ㎏の減量に成 
功しました。なんとか維持したいなあ～。 (前裕) 

 
＊春は楽しみなことがいっぱいな季節です。やりたい 

ことがあり過ぎるって幸せ!!  (京) 
 
＊学校再開も束の間…。またしても臨時休業。終息を 

願うばかりです。しっかり予防も！ (大) 
 
＊母ちゃんよりぶどう組の女の子が好きだという息子 

にご飯を作る気がしない今日この頃。 (智) 
 
＊春よ早く来い。コロナはいらねえ。ゆっくり酒がの 

みたい。山が俺を待っている…？ (勝) 
 
＊「一筆憩笑」も３年目に突入。心待ちにしてくれる 

方もいらっしゃるとか。今年も乞うご期待。 (真) 
 
＊もう春だというのにまだ冷えますね。春スイーツで 

エネルギー蓄えましょう♪ (小裕) 
 
＊休校中、子どものいない学校はとても寂しかったで 

す。もう二度と休校しませんように！ (千) 
 
＊コロナの休みで掃除する時間がたっぷり。家の中が 

ピカピカになりました(^▽^) (芳) 
 
＊令和２年度の学校が始まりました。今年も忘れられな

い年になりそうです。(章)  
 
＊新学期が始まり、どの学年の子どもたちも急激に成 

長。日々頑張っている姿に感動!!  (恵) 
 
＊この騒動で一つだけいいこと。動画の無料配信が多 

い!!一人ライブを楽しんでます。 (由) 
 
＊４月生まれの私は、未年、牡牛座、Ｏ型。そのまま 

の性格です…。 (彰) 
 
＊手指のアルコール消毒だけではなく、毎晩の消化器 

系のアルコール消毒も欠かせません。 (祐) 
 
＊♪人生楽ありゃ苦もあるさ～♪水戸黄門の主題歌が 

心にしみます。今は耐えましょう。 (達) 
 
＊連休は我が家の荒れた庭の手入れをしようと思いま 

す。畑もしよう!!と、今は思っています。 (愛) 
 
＊自粛、不要不急の外出制限…。なんだか息苦しい世 

の中ですが、気持ちだけは穏やかでいたいです。(俊) 
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令和２年 ４月 24 日（金）     学校だより「瑞穂（みずほ）」         第１号 
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校長 舘田  真 
 

新しい春。皆さん、進級おめでとうございます。 
 

２月 27 日の突然の臨時休校から数え、実に 41 日ぶ

りの登校となります。この間、卒業式を含め「分散登校」

は２回でした。皆さんは夏・冬休みよりも長い期間をお家

で過ごしたことになります。友達に会えず寂しく感じた

り、お家で訳もなくイライラしたり、何となく不安に感じ

たりしませんでしたか。しかし、これは皆さんの命と健康

を守るためには必要なことで、全国で同じように取り組

んできたことです。昨日は「非常事態宣言」が出されまし

た。全国には入学式や始業式が中止になった学校、臨時休校がさらに１か月続く学校なども多くありま

す。こうして下士幌小学校では学校が再開できることはとても幸せなことであり大きな喜びであると感

じています。しかし、これから始まる皆さんの学校生活や学習の中でも、楽しみにしていたのにできな

いことや制限されてがっかりすることがあるのも事実です。今はとてもつらく我慢の時期ですが、それ

を乗り越えた先にはきっといいことが待っていると信じています。みんなの力でこの状況を乗り越え

て、さらにいい学校を創っていきましょう。 

また、これから皆さんの身近でも感染者が出る可能性があります。それは自分自身かもしれないし友

達かもしれません。家族かもしれないし先生方かもしれません。でも、その人達はかかりたいわけでは

なく、皆さんと同じようにいろいろと予防していたのに残念ながらかかってしまう人です。そう考えた

時、白い目で見たり、嫌なことを言ったりしないで、応援する気持ちをもてる下士幌の子供達であって

ほしいと願います。 
 

明日は５名の新１年生が入学します。緊張して登校する１年生を、今日のような立派な態度で迎えて

あげましょう。児童 37名と先生方 18名で令和２年度の下士幌小学校がスタートします。今年も『「夢

いっぱい 笑顔いっぱい 命いっぱい」生きぬく子ども』に向かって素晴らしい１年にしましょう。                              

（始業式挨拶より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・自ら学び考える子ども(知) 

  ・思いやりのある明るい子ども(情) 

  ・進んで取り組みやりぬく子ども(意) 

  ・健康で活力のある子ども(体) 

 

保護者・地域の皆様へ 

 下士幌小学校に着任し３年目を迎えます。この 2 年、学校や地域行事、あるいは日常生活など公私に

わたり多くの激励やご厚情を賜り、感謝の念に堪えません。 

 幸いにして今年度も校長の任を命ぜられました。創立 120 年を迎える今年度は『つながる下士幌

（SHIMOSHI PRIDE）』をより進化・拡充させ、これまで以上に皆様と強固につながり、地域の宝である子

供達にこれからの社会を力強く生きぬく力を確実に身に付ける学校経営にあたっていく所存です。現下、

新型コロナウイルス感染症の影響により先行きの不透明さは増しています。子供達の心身の安心・安全

を第一義に、教職員一丸となって正常化に向けて取組を進めてまいります。 

今年度もご支援とご協力、ご厚情をどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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９日（木）に元気で個性豊かな５名の新１年生が入学

しました。ガチガチに緊張しながらもしっかり返事がで

き、きちんと椅子に座って話を聞くこともできました。 

２週間経ち、だいぶ学校生活にも慣れ、勉強や遊び、

給食などに張り切っています。新型コロナウイルス感染

症の予防対策「３密」を避ける実践により、制限される

活動も多い中ですが、毎日仲良く生活し、もうすでに下

士幌小の立派な一員となっています。 
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新型コロナウイルス感染症は依然として世界中で猛威をふるい、先の見通しが立たないばかりか終

息まで２年かかるとさえ言われています。「東京 2020五輪」の延期に続き、国内 7都府県への「非常事

態宣言」、北海道と札幌市の「共同宣言」、直近では 16日には全国に「緊急事態宣言」が拡大。北海道

も「特定警戒都道府県」に指定され、生活や行動に制限が課されました。日常生活への支障は我慢する

しかありませんが、医療崩壊を含む新たなパニックを生まないことを祈るばかりです。日本人はその

協調性や整然とした立ち居振る舞い、また、日常的な手洗い・うがい習慣や全身入浴等の文化も感染抑

止の一つになったと言われますが、最近の感染者・死亡者等データに思わず目を覆いたくなります。 

春休み中、本校では「学校再開にあたっての留意事項（マニュアル）」を作成しました。その中には

登校時から学習、生活や遊び、給食、そして下校までの留意事項、子供達のメンタルケアの面までを全

職員で共有し、迅速に対応できるようにしています。同時に、始業式や入学式にあわせ保護者の皆様に

「新型コロナウイルス感染予防に係る対応について」を配布（HP 掲載）し、ご協力をお願いしたとこ

ろです。特に、外出自粛が求められる中では、子供達の心的な負荷が大きくなりがちです。ご家庭での

十分な心のケアをお願いします。お子様の様子で気づいたことは、いつでも学校までお寄せください。 

また、先日の道教委通知を受け、１学期に予定している運動会や遠足を２学期に延期することを PTA

役員会で了承いただきました。臨時休業明けの５月７日からも道教委や町教委の通知や指示を受け、

さまざまな教育活動の見直しや規模の縮小などの対応に迫られることが予想されます。その都度、皆

様にはマチコミメールや文書等でお伝えし、関係の皆様や機関と協議・相談させていただく予定です。

何かとお忙しい時期とは思いますが、学校で発出する文書やメールについてはご家庭で確実にご確認

いただき、その対応についてご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 
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斉藤 芳恵 調理員 
 

こんにちは。今年度より下士幌小の給食
調理でお世話になります。 
９年振りの異動で不安な気持ちでした

が、とてもステキな校舎とかわいい子供達
に出会い♡♡早く仕事に慣れ、頑張りたい
と思いますのでよろしくお願いします。 

前多 裕之 先生 
 

清水町立御影小学校から赴任しました。
御影小学校は廊下が暗かったので、本校の
明るさやスペースの広さに、とても開放的
な気持ちにさせられる毎日です。子どもた
ちもみんなやさしく話しかけてくれたり、
色々なことを教えてくれたりして、とても
うれしいです。久しぶりの１年生担任とい
うことでドキドキワクワクの毎日ですが、
子どもたちと汗をかきながら楽しい学校
をつくっていきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いします。 

非常事態宣言の全国拡大、特定警戒都道府県へ

の指定を受け、18日予定の「年度始授業参観・懇談

会」を急きょ中止としました。仕事のシフトを変更い

ただくなど、当日に向けて態勢を整えていただいて

いた保護者の皆様には大変申し訳ない思いです。こ

の状況下での決定に何卒ご理解いただきますよう

お願いいたします。 

当日予定していました「PTA総会」資料は事前に

配布し、また、「全体懇談会」「学級懇談会」等の資

料につきましては、本学校だよりとあわせて郵送さ

せていただきました。PTA総会につきましては、紙

面審議という形となりますので、資料をご覧になりご

質問やご意見、要望等がありましたら、事務局・教

頭もしくは PTA役員までお寄せください。 

まだ先行きは不透明ではありますが、夏休み目

前の７月１日（水）に授業参観を予定しています。多

くの皆さんのご来校をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校教育目標】 

○自ら学び考える子ども（知） 
○思いやりのある明るい子ども（情） 
○進んで取り組みやりぬく子ども（意） 
○健康で活力のある子ども（体） 

【経営の基本理念】 
「今日の学びを喜び、明日が待たれる学校」 

【経営の重点】 
「夢いっぱい」「笑顔いっぱい」「命いっぱい」 

生きぬく子ども 

【目指す姿】 
 ○今日も来てよかったと思える学校 (児 童) 
 ○明日も通わせたいと思える学び場 (保護者) 
 ○いつも応援したいと思える学び舎 (地 域) 
 ○常に誇りと情熱を備えた教師集団 (教職員) 

【重点目標】 
 「つながる下士幌（SHIMOSHI PRIDE）」 
 

◆地域と「つながる（Bonds）」 
 地域総がかりの教育機能 中学校区連携 

◆地域の学びを「進化させる（Advance）」 
   個別最適化された学び 教師力の向上 
◆地域をあげて「支援する（Support）」 
   特支・不登校児の支援 特認校児童の支援 
◆地域を「活気づける（Eager）」 
   教職員の働き方改革 業務の効率化 

 
  

 

 
校   長    

教   頭   

１   年   (新) 

２   年   

あ じ さ い   

３ ・ ４ 年   

こ す も す   

た ん ぽ ぽ   

５ ・ ６ 年   

あ じ さ い   

ひ ま わ り   

養 護 教 諭   (新) 

事 務 職 員    

事 務 補    

複式支援員    

給食調理員   (新) 

管理清掃員    

佐藤 京美 養護教諭 
 

幕別町立白人小学校から異動してきま
した養護教諭の佐藤京美です。明るい子ど
もたちに会い、これからどんな姿を見せて
くれるのか楽しみでなりません。 
保健室から、心と体の健康について伝

え、日々成長する子どもたちを応援してい
きたいと思います。どうぞよろしくお願い
致します。 

「ＢＡＳＥ」～新しい学校の基盤固め 
地域活性化の基地 

 


