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    の行事予定 
     

１日(木)  午後；転入職員挨拶回り 担任発表 

２日(金)  町辞令伝達式 町校長教頭合同会議 

 ６日(火)  下士幌保育所入所式（10:00） 

 ７日(水)  安全点検 

 ８日(木)  着任式・始業式 緑南中入学式 

 ９日(金)  令和３年度入学式（２年生以上給食） 

       体育館開放開始 

１０日(土)  下士幌神社春季例大祭 

１３日(火)  移動図書 

１４日(水)  １年生給食開始 

１５日(木)  交通安全教室②③ 

１６日(金)  町学推協総会 十勝複式連盟総会 

１７日(土)  年度始授業参観 １年生を迎える会 

       PTA 総会 PTA 歓迎会(予定) 

１９日(月)  振替休業日 

２０日(火)  町複式教育連盟総会 

２１日(水)  管内特支教育振興協議会総会 

２３～２７日 教育面談（予備日３０日） 

２８日(水)  町Ｐ連総会 町校長教頭合同会議 

２９日(木)  昭和の日でお休み 
 
※ 新型コロナ感染症の拡大状況により変更の場合は、 
 マチコミメール等でお知らせいたします 

 

 

 

＊まだまだ若いと思っていましたが、この３年間で年 
齢の数だけ体重も増加。減ったのは…。 (真) 

 
＊コロナ禍で多くの制限がある１年でしたが、皆様のご理解ご 

協力で無事終了できました。心より感謝申し上げます。 (俊) 
 
＊TV を買いました。画像が美しく TV を観る時間が増 

えました。週末の映画が楽しみです。 (前裕) 
 
＊卒業・修了おめでとうございます。私は何から卒業 

できるのかなぁ～？ (彰) 
 
＊レッツテイクアウト！我が家はまだまだ新店発掘中！ 
 パンに中華に洋食、和食！次は何だ!? (智) 
 
＊卒業のお祝いにたくさん飲んで、「贈る言葉」を熱唱 

します。 (祐) 
 
＊涙腺が弱くなり、６年生が何かするたびに泣けてき 

ます。みんな、卒業おめでとう!! (由) 
 
＊昔のお笑い番組の DVD を手に入れました。すごく 

おもしろくて大満足です。 (章)  
 
＊変化を控えたこの時期は、先も見えずに不安でいっ 

ぱい…１日１日を大切に過ごしたい。(愛) 
 
＊２刀流復活!!がんばれ大谷翔平！その活躍でコロナ 

をふっとばしてくれ～っ(祈) (達) 
 
＊子ども達が元気に過ごす学校がどんなに尊いか実感 

した１年でした。みんな、ありがとう！ (千) 
 
＊寒さが緩んでくると嬉しくなります。あっという間 

の１年だったなぁ…、と感じます。 (京) 
 
＊ミニバス少年団の卒団式で鬼滅の刃の○○○のコス 

プレをしました。 (大) 
 
＊最近、スーパーの店頭で見かけるようになった「芽 

キャベツ」。甘くて美味しいですね。 (恵) 
 
＊３～６年のダンス無事終了。みんなと踊れて良かっ 

た。楽しい時間をありがとう❕(里) 
 
＊中１娘のバレーの大会がありました！が…、ズーム 

での観戦でした。応援に行きたかった〰(泣) (香) 
 
＊物が捨てられない性分でしたが、コロナ禍、断捨離 

継続中。願わくば体重も…。 (小裕) 
 
＊３月になり春を感じるように、この学校に来て１年、 
 年々１年の間隔が短く感じます。 (芳) 
 
＊来年度も仕事に遊び（釣り、山菜とり、ハンティン 

グ）に 70 馬力を全開にして元気にいこう。 (勝) 
 

 

この春の人事異動により２名の教職員が異動となりました。 
本来であれば個別にお伺いし、これまでのお礼を述べるところではございますが、紙面にて挨拶とさせていただきます。 

校長 
舘田  真 
(３年間勤務) 

教諭 
木下 智子 
(６年間勤務) 

 歴史と伝統ある下士幌小学校での３年

間の学校経営はあっという間でした。素

直で素敵な笑顔の子供達、力強く下支え

くださる保護者・地域の皆様、そして、

チームワーク抜群で力量ある先生方、出

逢えた全ての皆様に感謝の気持ちでいっ

ぱいです。ありがとうございました。開

校 120 周年記念事業が盛大に行われ、

新たな歴史が刻まれることを心から祈念

します。大変お世話になりました。  

６年前、下士幌小学校へ赴任した時は

育児休暇明け３年ぶりの復帰。我が子も

まだ小さく、とても不安な日々でした。

しかし、今日を迎えられたのは、子ども

達の素直さ、良い職場環境、そして保護

者や地域の温かさなど全てに恵まれ、支

えて頂いたからだと思います。ずっとず

っとここで働きたいのですが、新しい出

会いも大切…涙をのんで出発します！今

まで本当にありがとうございました。 

元気いっぱいの新１年生６名が入学します。 
引き続き地域の皆様方のご支援をお願いします！ 
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校長 舘田  真 
 

「冬来たりなば、春遠からじ」どんな厳しい冬であろ 

うと、心地よい春は必ずややってくるという温かい励ま 

しの言葉です。これまでは当たり前だったことが当たり 

前ではなくなった今年は、より一層心に響きます。 
 

６年生の皆さん、卒業おめでとう。先ほど第 120回 

卒業生として授与した卒業証書の最後の番号は 3281 

号です。この数字には、これまでの卒業生や保護者・地

域、関係者から信頼され愛されてきた長い歴史と伝統が込

められています。歴史や伝統の一員となりました。そんな皆さんに、次のメッセージを贈ります。 
 

「みらいへ進む君たちへ」 

きっと忘れることはないだろう。学校に突然行けなくなったあの日を。 

友だちと会えずに外に出られなかった、長い時間を。 

当たり前は当たり前じゃなくなることがあると、たぶん初めて知った一年を。 

だけど、もうひとつ忘れないで欲しいことがある。 

それは、「あの時は大変だったよな」と笑い話をしあう日も、いつか必ず来るということ。 

世界は、みんなが望むもっといい世界に、人の力で変えることができる。 

その力を、僕らは想像力と呼んでいる。 

今日から、素敵なみらいへ走り出そう。 

僕たちみんなでいっしょに。 
 

今井翔悟さんの夢は、自分のお店をもち、お客さんを笑顔にすること。 

北村芽生さんの夢は、動物園の飼育員かハンドラーになること。 

北村結生さんの夢は、動物関係の仕事。これからの多くの出会いから夢を見出すことでしょう。 

中島竜也さんの夢は、今のところは農家さんになっておいしい野菜を提供すること。 

中屋孝介さんの夢は、サッカー選手になること、人の役に立つ人になること。 

吉川璃呂さんの夢は、人を助け、笑顔にする仕事。関わる人たちを笑顔にすることでしょう。 

堀美紗妃さんの夢は、皆に愛される可愛い人になること。素敵な笑顔で皆を幸せにするでしょう。 
 

それぞれの夢は異なっても、皆さんの想像力を発揮し今よりももっといい世界を創ってください。そ

れができる皆さんです。特別な一年を経験した皆さんだからこそ、これからの社会で力強い歩みをし、

一層力強く未来を切り開いていけるものと信じています。 
 

皆さんの前途に幸多からんことを心から祈念し、式辞といたします。 

卒業、本当におめでとう。     （卒業式式辞より一部抜粋） 

 

  ・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) 

 

 
QRコードを 
お試しください 
（３月まで） 
４月からは 
新しくなります 
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現２年生が４月の進級で３・４年の複式学級となるのを

前に、複式学級の雰囲気に慣れ、スムーズに学習のスタート

を切れるよう、今月２時間の授業体験を行いました。２・３

年生は木下先生と 

算数授業、４年生 

は図工が得意な小 

野澤先生と学習に 

取り組みました。 

学校間での滑らかな学びの接続が重視されますが、本校では 

初めての「複式授業」となる２年生にとっても貴重な時間です。 

 

 

コロナ禍での開催が心配されましたが、６年生保 

護者に限定して参観いただき無事に実施できました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

５年生が中心となって企画・進行し、 

在校生は学級ごとに趣向を凝らしたパ 

フォーマンスで大いに魅了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お世話になった６年生への感謝の 

想いで包まれ、優しく楽しく感動的 

な会となりました。 

１年生；とっても難しいクイズ～っ！ 

２年生；バンブーダンスと６年生の似顔絵 

３・４年生；超難問学校クイズと野原先生プロデュースのダンス 

５年生；自分の得意技を大公開 

 これまで取り組んだダ

ンスの披露に向け、子

供達自らが企画・PR し

た発表会。11 日の高

学年に続き、18 日に

は中学年も。自信に満

ちた姿に喝采でした。 
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昨年度から教育課程に位置付け、今年で２ 

年目の取組となります。今年は全国一輪車協 

会から一輪車 10台を寄贈いただき、また補   

助バーの購入など体制も整ってきました。   

  今年も白木真沙美さんを外部講師に招聘し 

２月 24・25日と３月１日の３日間ご指導い   

ただきました。始めのうちはおっかなびっく 

りだった子供達も目を見張る上達ぶりが見ら 

れ、次年度以降がさらに楽しみです。数年後 

は学習発表会で披露できることが目標です。 

 

 

先号でもお知らせしました「GIGAスクール構想」の実現に 

向け、先週から基本操作方法の学習が始まりました。次年度か 

らの本格的活用に備えた練習段階とはなりますが、管内小中学 

校での感染確認を受け、早期の家庭への持ち帰りを可能にする 

体制整備という意味も込めています。 

スマホやタブレットでの慣れもあり、子供達は予想以上のペ 

ースで上達しています（先生方が追い越されるのも時間の問題 

でしょう）。これからの社会への対応、不測の事態へ備えるため 

にも、効果的に活用できるよう学習していきます。 

 

 

19日に関係者にご参集いただき、「CS」と「地域

学校協働本部」を設立しました。互選により、「CS」

会長に白木利明さん、副会長に中井信人さんが、

「協働本部」本部長に中島和巳さん、副本部長に佐

藤功さんが選出されました。また、次年度学校経営

方針も承認いただきました。これから連携・協働し

た学校運営に向け一層のお力添えをお願いいたし

ます。また、従来の「学校評議員会」を解散し、今

後は協働本部でご意見を伺うこととなります。 

 

 

22 日、来年度埋設するタイムカプセルに６年

生分の手紙を入れ、協賛会の堀田会長、中井事

業部長に手渡されました。在校生と新１年生分 

は９～ 

10 月頃 

に埋設 

する予 

定です。 


