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    の行事予定(再掲) 
 

１日(火)  安全点検日 全校集会 外国語NPO(高) 

  ２日(水)  職員会議 

 ３日(木)  避難訓練(予備７日) 外国語NPO(中・高) 

 ４日(金)  SC来校 

 ８日(火)  移動図書 

１０日(木)  下士幌神社秋季例大祭 

１１日(金)  防災教室 児童会活動 

１４日(月)  義務教育指導監来校 

       PT来校 

１５日(火)  毛筆授業 外国語 NPO(高) 

１７日(木)  外国語 NPO(中・高) 

１８日(金)  SC来校 スマホ安心安全教室(高) 

２１日(月)  敬老の日でお休み 

２２日(火)  秋分の日でお休み 

２４日(木)  外国語 NPO(中・高) 

２５日(金)  歯科検診 児童会役員選挙 

２９日(火)  外国語 NPO(高) 

３０日(水)  あゆみ(前期分)配布 

 

 

 

＊今、我が家では百人一首がブーム。瞬発力ではかな 
わないので、記憶力で勝負！ (恵) 

 
＊食欲の秋がくる前にと、簡単な運動を始めました。 

三日坊主にならぬよう…。(小裕) 
 
＊マイナポイント獲得のため、初めて「Pay Pay」の 

アプリを起動しました…。 (大) 
 
＊きた、アキアジ❢❢ 久しぶりの引き❢ 最高！いいね。 

これからもくいついてちょうだい❢❢ (勝) 
 
＊会いたい人に気兼ねなく会えないお盆。会いたい人 

がいる幸せに気づかされました。 (京) 
 
＊山わさびがちょっとしたマイブーム。何にでも合い、 

最近では焼き肉の必須アイテムに！ (前裕) 
 
＊お盆に帰省して家族や友だちに会うのが楽しみでし 

たが、今年は自宅で過ごしました。 (彰) 
 
＊タンクを背負うタイプの水鉄砲を購入！一回の給水 

で長く楽しめて子ども達は大満足!! (智) 
 
＊やみつきキャベツがやみつきです。給食レシピを見 

て、夏休み中に何度も作っていました。 (愛) 
 
＊夏休みに釧路に行ってきました。海からの風が心地 

よかったです。 (章)  
 
＊ステイホームで家族と過ごす時間が十分あった中田 

翔の打つこと打つこと☻大事だな (達) 
 
＊臨休で１か月遅れとなった全体農園の野菜も順調に 

成長。来月ガーデンスパでの販売が楽しみ。 (真) 
 
＊夏休み、自粛で巣ごもり生活。おかげ様で、さらに 

体がまるくなりました…。 (祐) 
 
＊帯広農業高校、白樺学園の試合に感動！両チームの 

選手並びに関係者の皆さん、お疲れさまでした。(俊) 
 
＊野球にうとい私でも、帯農・白樺の試合はかぶりつ 

きで観戦。特に、帯農の勝利には涙でした。 (千) 
 
＊休み中に「約束のネバーランド」をようやく一気読 

み。実写は浜辺美波か。違うなぁ…。 (由) 
 
＊夏休み、１日かけて納戸の整理。いろいろ断捨離、 
 続行中!! (芳) 
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校長 舘田  真 
 

暑く短い夏休みでした。今夏は子供達に 

とってどんな大冒険があったことでしょう。 
 

さて、コロナ禍での自粛に加え、熱中症が懸念される中、 

『交流試合』と形を変えて開催された夏の甲子園。21世紀枠 

の帯広農業高が、機動破壊がカラーの強豪・健大高崎高を破 

り、この夏最大の奇跡と驚きをもって報じられました。 

帯農キャッチフレーズ「すず野球」（「す」スピード、スマ 

イル、素直さ、「ず」頭脳的、ずば抜けたものをもつ）どおり

のプレーが存分に発揮された試合。守備位置まではファールゾー

ンを通り全力疾走する選手。審判からのボールを両手で受け取り一礼する自然な所作。甲子園で野球が

できる喜びに満ち溢れ、屈託のない笑顔でハツラツとしたプレー。校歌が流れると掲揚塔に正対し、終

了後にはベンチ入り選手とともに保護者に一礼するスタンドの控え選手。とびぬけたスター選手がいな

いからこそ皆が一致団結し、できることをしっかりとやり抜くひたむきな姿。プレー中の心地よい振る

舞いと爽やかなスポーツマンシップは、終始観る者を魅了し続けました。有力選手を寄せ集め、商業化

された本州の強豪校とは真逆の、本来の高校野球に久しぶりに出会えたという爽快感に包まれました。

これらは、１年前に金足農高との練習試合で刺激を受けたものを自分達なりに応用しアップデートさせ

た結果だそうで、ほんの１年でチームの色としてしっかり浸透していることに驚かされます。 

さらには、勝敗とは無関係の１試合のみであるため、各チームとも３年生を優先的に出場させるか、

勝ちへの執着か、「温情」か「勝利」かの二択で大いに揺れたはずです。ベンチ入りメンバーが全員３

年生の相手に対し、帯農はスタメン９人中４人が２年生でした。前田監督の「思い出作りは相手に失礼。

勝ち負けだけではないが、甲子園で勝ったことのない我々は勝利を目標にベストメンバーで臨んだ。」

との言葉も重く響きます。 

このような輝かしい初勝利の裏で、それまでの過程は決して順風満帆でなかったようです。一時は３

年生全員が５月の引退を決意し、そこから紆余曲折を経て出場を決めたと聞きます。一度萎えた気持ち

を再び奮い立たせるには相当の労力と覚悟を要します。「全道一か十勝一を目指す。後輩に教えるべき

ことがある。創立 100周年の代としていい形で終わる」が３年生の合言葉になったといいます。 

春・夏ともに中止となり、帯農の勝利は公式の大会記録には残らない幻の１勝となります。しかし、

高校野球の聖地で強豪校からあげた勝利は、ここで野球を終える彼らにしか感じられないものがあった

はずです。そして、臆せず立ち向かえば必ずや道は開けることを示した姿は、全国の高校球児に勇気を

与え、多くの高校野球ファンの心に刻まれたことと思います。 
 

「感謝」「礼儀」「ひたむきさ」「団結力」「やり抜く姿 

勢」…、彼らの姿勢からは学ぶべきことが多くあります。 

先が見通せず制限も多い状況は続きますが、チーム下士 

幌として一丸となった教育活動を進めてまいります。 
 

  ・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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※ 詳細につきましては、後日配布いたします「令和 2年度 2学期からの教育活動について」をご確 

認ください。 

１ 感染症予防対策  

 原則としてマスク着用、手洗い・うがい・手指消毒の徹底を継続します。ただし、気温や湿度によ 

って熱中症予防対策を優先します。 

(１) 登下校 

・ ソーシャルディスタンスを意識させる指導を徹底します。＜継続＞ 

・ 自転車や徒歩の場合は、一定の間隔を確保したうえで、マスクを着用しないことを可とします。 

・ スクールバスでは運転手の指示に従い、マスクを着用し前後左右の座席の間隔を保ちます。  

(２) 手指消毒・手洗い・うがい 

・ 登校時（手洗い・消毒）、 ロングタイム開始時（手洗い）、 ロングタイム終了時（手洗い・消毒）、 

・ 給食前（手洗い・消毒）、 給食終了後    （手洗い）、 昼休み終了後   （手洗い・消毒）、 

・ 下校時（手洗い・消毒） ＜継続＞ 

(３)通常の教育活動 

・ 担任の指示のもと十分な換気を行い、適宜、短時間マスクを外す時間を設けます。 

・ 予備マスク１枚を常備し、ハンカチ２枚以上（手洗い用、飛沫防止用）ご用意ください。＜継続＞ 

(４) 体育授業 

・ 屋外での体育授業で２ｍの間隔が確保できる場合はマスクを着用しないこととします。＜継続＞ 

・ 気温 25℃以上で屋外や体育館を使用する場合は、熱中症対策を優先しマスクを着用しません。 

・ マスクを外す場合は、個人用マスク入れにしまい、休み時間終了後に着用します。＜継続＞ 

(５) 休み時間 

 ・ カードゲーム、ボードゲーム等の使用前後に手指消毒します。 

 ・ ボール遊びの場合は、担任が前後にボールを消毒し、手指消毒を徹底します(９月より)。 

・ 校舎内は基本的にマスク着用。密を回避できる場合は担任の判断でマスクを外しても可とします。 

(６) 給食 

・ ランチマットは毎日洗濯をして持たせてください（１週間分を持たせることも可）。＜継続＞ 

・ 給食当番が盛り付け・配膳を行います。おかわりは担任が盛り付けます。 

 

２ 教育活動 
(１) 日常の教科指導 

・ 交流活動は短時間で効果性を追求し、十分な換気とマスク着用を徹底します。＜継続＞ 

 ・ 音楽の合唱は、換気に留意し２m の間隔をあけ同方向を向いて歌います（マスク不着用）。 

・ ボール運動や器械運動は、担任が器具等を前後に消毒し、手指消毒を徹底します(９月より)。 

・ 調理実習は 10 月以降を目途とします。感染状況を考慮したうえで、校長が可否判断します。 

 

３ 外部講師による授業や各種会議等 
(１) 外部講師による出前授業 

・ 校内での出前授業の場合、来校者の手指消毒の徹底、マスクかフェイスシールドを着用します。 

・ 校外での見学学習等の場合、マスク着用、手指消毒を徹底し、施設係員の指示に従います。 

(２) PTA の会議等 

・ 会場の換気を十分に行い、マスク着用・手指消毒を徹底します。 

・ 参加者が密にならないよう、場所の選定を行います。 

・ 役員等と事前打合せ等を行い、1 時間以内で終えられるようにします。 

・ 会議時の飲み物については、参加者のセルフサービスとします。 
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10日間の静寂を裂くように子供達の素敵な笑顔 

と賑やかな歓声が戻りました。久々の再会となり 

ました。２学期スタートにあたり、校長からは「 

思いやり」について話され、守山児童副会長から 

は「コロナに負けず元気に過ごそう」と力強い言 

葉がかけられました。また、偶数学年の発表では 

休み中の思い出や２学期の目標が発表された他、 

１学期の学習の成果も披露されました。 

これまでに経験のない 61日間(１年生 60日間) 

の１学期を振り返った終業式。奇数学年の発表で 

は、１学期に自信がついた学習や楽しかった思い 

出が発表されました。中でも３年生は、精力的に 

取り組んだ暗唱を全員が披露し、その学習の成果 

と成長ぶりを見てもらうことができました。作文 

中心の発表も大切ですが、幅広く工夫を凝らした 

発表を通し、さまざまな表現力の育成につなげて 

いきたいものです。 

 

 
 

 鈴木章宏さんのご厚意により今年で３年目となる 

イモ掘り体験学習。今年も保育所と合同で収穫体験 

をさせていただきました。多くの子供達が体験して 

いるだけあり作業もスムーズ。立派な「キタアカリ」 

がゴロゴロ出現し、準備した袋に入り切らないほど。 

今年も貴重な体験をさせ 

ていただきありがとうござ 

いました。持ち帰ったジャガイモはご家庭で是非ご堪能ください。 

余談ですが、来月には全体農園のジャガイモを収穫し、道の駅「ガーデンスパ」 

で販売する予定です。子供達による計画もこれから本格化していきます。 

 

 

 学校運営協議会（以下ＣＳ）とは「保護者や地域住民が一定の権限をもって運営に参画する新しいタイ

プの公立学校」です。保護者・地域のニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させ、学校・家庭・地域社

会が一体的により良い教育の実現に取り組むことをねらいとしており、特色ある教育活動の推進や地域全

体の活性化が期待されているものです。本校は長い歴史の中で地域との結びつきも深く、特色ある活動が

展開されており、さらにそれを深化させるものとなります。 

 今年度は「開校 120年記念事業」を予定していたため、本格的な始動は次年度以降を予定しておりまし

たが、記念事業が次年度に延期されたことを受け、前倒しして９月から準備を進め、次年度からの設立を

目指すことにしました。すでに１学期中に地域連携 Co.増田さんに原案を示したところです。 

 今後、体制整備やスケジュールの具体がわかり次第、保護者および関係の皆様にご案内させていただく

こととなりますので、何卒ご理解とご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 


