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    の行事予定 
 

 １日(水)  1 学期末授業参観および懇談会 

       安全点検日 

 ２日(木)  外国語 NPO（中・高） 

 3日(金)  毛筆授業 クラブ活動 

 ６日(月)  川下り体験学習（予備日 10日） 

 ７日(火)  全校集会 外国語 NPO（高） 

 ８日(水)  研修会議 

 ９日(木)  外国語 NPO（中・高） 

１０日(金)  児童会活動 

１３日(月)   教育面談週間（～17日） 

１４日(火)  外国語 NPO（高） 移動図書 

       町校長会議 町教頭会議 

１６日(木)  外国語 NPO（中・高） 

２２日(水)  十勝教育局学校教育訪問 

２３日(木)  海の日でお休み 

２４日(金)  スポーツの日でお休み 

２９日(水)  職員会議 

３０日(木)  児童会活動 

３１日(金)  クラブ活動 

＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 

３日(月)  安全点検日 

６日(木)  児童会活動 

７日(金)  1学期終業式 大掃除 

８～17日 夏季休業 
 

※ 12～14日 学校閉庁日となります 

 

 

 

＊まだまだ減量生活続けます。頑張ります。毎日、白 
ご飯を食べられる日はいつ来るのか…。 (大) 

 
＊安売りの刺身を買って、自家製海鮮丼を食べました。 

ビバ！テイクアウト生活。 (小裕) 
 
＊今年のピアノコンクール、Web 審査になったそうで 

す。慣れない形にドキドキ…。 (恵) 
 
＊普通に食べてもおいしい葡萄畑。皆さんは普通派？ 
 凍らせる派？私は凍らせる派です！ (前裕) 
 
＊今年も待ちに待ったアキアジだ❢ 準備よし。体力よ 

し。大漁だ❢❢ 神さまお願い❢❢ (勝) 
 
＊私の好きな季節到来♡雨の日のアスファルトの匂い、 
 暑い太陽の日差し。元気になります。 (芳) 
 
＊‟低温調理器”を購入し、低温調理にはまっています。 
 本当におすすめです！ぜひ!! (京) 
 
＊野菜がおいしいですね～。ブロッコリーにセロリ、 

カリフラワー…野菜室パンパンです。 (智) 
 
＊最近ジャージを新調。なぜって？それはコロナ禍 

で○ったから(涙) (千) 
 
＊プロ野球がやっと開幕!!コロナもぶっとばせ！がん 

ばれファイターズ!! (達) 
 
＊毎週末にオンライン研修でお勉強。便利な世の中に 

なりました。これもコロナの影響かな…。 (祐) 
 
＊何気ない日常のありがたさを実感。いかにして守り 

続けていくか、考える毎日。 (真) 
 
＊40 年ぶりに昔よく食べていた駄菓子を見つけまし 

た。懐かしい！ (章)  
 
＊ジャニーズハッピーライブ、全視聴しました。早く 
 生のライブ、見に行きたいなぁ。 (由) 
 
＊車が路上で動かなくなり、親切な方に助けていただ 

きました。ありがたかったです。 (彰) 
 
＊家族４人分の給付金は、息子の自動車学校とパソコ 

ン台できれいに使い切りました。 (愛) 
 
＊夏だ!!ビールだ!!と思いきや、まだ安心できない日々 

が…。新しい生活様式をしっかり守ります。(俊) 
 

 

前半 
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令和２年 ６月 25 日（木）     学校だより「瑞穂（みずほ）」         第３号 
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校長 舘田  真 
 

一部の都県では未だクラスター発生が確認されるものの、 

県をまたいだ往来も可能となりました。この間冷え込みを見 

せた経済活動の立て直しが本格的に始まります。「新しい生活 

様式」や「新北海道スタイル」への理解や定着も進んでおり、 

新たなステージへの期待感が感じられます。本校でも学校再

開から１か月が経ちます。当たり前の日常が戻りつつあることを喜ばしく思う反面、当然児童・教職員

には疲れも見え始めています。スタートダッシュは大事ですが、飛ばしすぎは往々にして悪影響を招き

ます。生活リズムを整え、休むときには十分に休養しながら、自分のペースを取り戻したいものです。 
 

先月末までの臨休中、子供達一人一人の顔を思い浮かべながら、改めてさまざまなことを考えました。

その１つに、昨年度から掲げている「つながり」があります。 

子供達が学校という生活空間で学ぶことに、集団活動を通して「人はつながって生きている」という

感性を育むことがあります。一人一人がまるでジグソーパズルの１ピースのような存在であり、誰もが

欠けてはならない存在です。授業も休み時間も何気ない会話も、「つながり」を実感する大切なツール

です。このつながりの度合いが「幸せ」を大きく左右します。家庭も仲間集団の１つですが、常に個の

存在が優先され、学校よりもわがままが許容される生活空間です。素の自分をいつでも肯定してくれる

安心感が家族とのつながりを深め、「還る家」となります。これも「幸せ」なことです。 

一方、人は家族以外の人達ともつながっていく必要があり、学校という社会生活の中にも「還る家」

をつくります。互いに「競い合い、譲り合い、ギブアンドテイク」の関係から「幸せ」を味わうことが

できますが、時には思わぬことで傷つき、癒されもします。許し許されという人間関係が、同じ世代と

同じ時代を生きる「幸せ」を共有できるのだと思います。 

他方、学校に身を置くことは気苦労も絶えません。それだけに学校に送り出す家族の心の支援が必要

になります。それは子供に説いたり諭したりすることでなく、日常のジグソーパズルのようなつながり

に感謝する姿を見せることです。そうすることが、多様な１ピースの在り方を示すこととなります。そ

のためにも、学校・家庭内だけのつながりだけではなく、地域社会とのつながりから語り、目を向けさ

せたいものです。いつまでも指示待ちで自己判断ができない人間ではなく、自

らの判断で道を切り拓いていく人間を育成するためにも。 
 

約２か月遅れましたが、今年も『つながる下士幌（SHIMOSHI PRIDE）』 を

合言葉に教育活動を展開してまいります。 

  ・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) 
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◆教育活動全般 

 ◯ 国の「衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』」に基づき、感染や拡大のリスクを低減する

と同時に、感染症への正しい理解による感染回避、また、差別や偏見をなくす指導を進めます。 

 ◯ 手洗い・マスクの着用、咳エチケット等の感染症対策の他、帰宅後の洗顔、検温および健康状態の確

認をお願いします。発熱等の風邪症状がみられる際は、自宅で休養させてください。 

 ◯ 全職員による見守りにより、子供達の小さな変化を見逃さず、個に応じた心のケアや適切な支援に努

めます。 
 

◆教育活動の具体 

 ◇ 学習指導要領に示された各教科等の内容を取り扱うことを原則とし、適宜教育課程の見直しを進め、

授業時数の確保に努めます。 

  → 感染リスクの高い学習活動は、指導内容の代替、指導順序の入替など工夫します 

  → 夏季休業前の登校日を 10 日間延長するため、１学期終業式は８月７日(金)に変更します。また、

２学期始業式は８月 18日(火)に変更となります（町内小中校）。 

 ◇ 学校行事等については、内容を精選し、実施方法の工夫や時間の縮減を図ります。 

  → 運動会は学校行事として行わず、体育科授業の延長として記録会形式で実施します。 

  → 学習発表会も学校行事としては行わず、日常的な学習の成果を発表する場として教科等の延長で実

施します。 

  → 合同宿泊学習については、複式校合同で内容や形態を工夫し、泊を伴わず１日日程の予定です。 

  → 授業参観については、感染や拡大防止の対策を徹底したうえで実施します。 

  →  PTA行事については、役員会で協議したうえで２学期以降の活動再開を目指します。 

  → 水泳学習については、町の方針に基づき今夏は実施しません。それに伴い、学校プールは開設され

ません（町のアクリナチャッポは利用可）。実際にプールには入れませんが、非常時に備えた安全指

導は全学年で実施し、いざという時の身の守り方について学習します。 

 ◇ 感染症防止対策と熱中症予防対策として水筒を持参させてください。 

 ◇ 子供達の学習・生活に係る不安やストレス等、ご心配なことがありましたら、学校・担任までご相談

ください。「北海道子ども相談支援センター（0120-3882-56）」、「24 時間子供 SOS ダイヤル（0120-0-

78310）」も活用可能です。 

 

 

 

 ７月１日（水）は今年度初となる授業参観・懇談

会です。上述のとおり、今年は夏季休業前の登校日

を10日間延長する関係で学期末にはまだ遠いので

すが、６月の学校再開から１か月経過し確実に成長

している子供達の様子をぜひご参観ください。多く

の皆様のご参観・ご参加をお待ちしています。 

  

 

 

 

 昨日 24 日にキャリア教育の一環として「AIR-

DO」による航空教室を実施しました。当日はパ

イロットや CA、整備士が来校され、それぞれの

業務について説明いただきました。コロナ禍の

ため学習内容の制約はありましたが、普段見聞

きすることのない職業への理解を深め、旅客に

携わる人々の 

想いを知り、 

大空への憧れ 

と夢を膨らま 

せる機会とな 

りました。 
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令和元年 下士幌小学校ＰＴＡ役員一覧   ※◎は部長。 副部長・選考委員は未定。（敬称略） 

  学級委員長 学級副委員長 文 化 部 員 体 育 部 員 

１
年 

福山 智美 吉川由貴乃 吉田真優子 福山 智美 

廣瀬 博美 増田由希子 

吉田 容章 福山 良行 

吉川 賢太 増田 寿幸 

２
年 

新妻 洋子 市川 優美 市川 優美 鈴木 朋美 

我妻奈津子 千葉 元子 

鈴木 章宏 我妻  禎 

千葉 賴孝 

３
年 

  甲山友理枝 新妻 洋子 宮部むつみ ◎廣瀬 裕樹 中島 和巳 

甲山友理枝 宮部  悠 

４
年 

鈴木 りか    工藤 紫織 稻延真知子 

牧田志保里 

鈴木 保利  

 

５
年 

  竹田亜希子 村瀬 友恵 長﨑里江子 

白木真沙美 貞廣  舞 

 

村瀬  隆 長﨑 秀一 

本多 康敬 貞廣  渉 

白木 智哉 

６
年 

中屋 朋子   ◎北村 里恵 今井  恵 

堀  樹里 

 今井 直敏 北村 陽介 

 中島 政徳 中屋 純一 

職
員 

    小野澤彰子 松本 由記 

片山 愛子 大山千歌子 

佐藤 京美 

前多 裕之 小野寺達也 

木下 智子 土橋 章雄 

永山  祐 

役 

 

 

員 

会長（文化部顧問）  鈴木 保利 

副会長（体育部・文化部顧問） 中島 和巳  稻延真知子 

副会長（学校） 舘田  真 

会計（文化部顧問） 本多紗由美 

事務局長(教頭）  三木 俊治 

事務局次長（事務職・事務補） 池津 大輔  小林 裕子 

監  査 吉川由貴乃  村瀬  隆 
竹田亜希子 

12日に全校で農園活動を行うことができました。今年

度は地域連携 Co.(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)増田さんの計らいで、マツ

ダ樹生園様より日浦さんと谷口さん、また、JA木野様よ

り青木さん、さらには、本校 PTA 鈴木保さん・増田さん

を「畑の先生」に招聘し、種苗の植付けや支柱の立て方

等について教えていただきました。また、今回使用した

種苗については、マツダ樹生園様に全面的にご提供いた

だいた他、JA木野様、白木智さんや鈴木章さん、増田さ

んにもご協力いただきました。改めてお礼申し上げます。 

「畑の先生」は『つながる下士幌』の一環として、昨

年度から地域に根差した教育活動の展開を目指して始動

しました。地域の宝(先生)の豊富な経験に裏打ちされた

技をお借りし、子供達にはより一層興味をもって取り組

んでほしいと願っています。 

なお、休み前には管理方法を学び、秋の収穫祭の開催

の他、全体農園で収穫した野菜の物販も予定しています。 

 コロナ禍で今年は部会が

開催できずにいます。本日の

役員会で今年の活動の展望

が協議されます。２学期から

の再開に向けて各部で準備

いただくことになります。 

十勝毎日新聞(R２.6.15付)より 
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