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    の行事予定 
 

 

 １日(土) 合同大運動会（雨天順延） 

 ３日(月) 振替休業日 

 ４日(火) 全校集会 安全点検 

      局義務教育指導監訪問 

 ５日(水) 知能検査 

 ６日(木) 毛筆授業 

 ７日(金) ３学年社会科見学学習 児童会活動 

 ８日(土) ＰＴＡ体育部慰労会 

１０日(月) 友だちの日 

１１日(火) 移動図書・読み聞かせ 

１４日(金) クラブ活動 漢字検定 

１８日(火) ブロック陸上（予備日２５日） 

２１日(金) 町校長会議 

２４日(月) 新任教頭研修会（～２５日） 

２６日(水) 職員会議 

２７日(木) ４学年社会科見学学習 

     ＰＴＡ３校交流会（富士ホテル） 

 

 

 

＊ＧＷ中、我が家の恒例行事。こいのぼりを見に歴船 
川へ。川遊びも楽しめましたよ。(恵) 

 
＊正月太りならぬＧＷ太りしてしまいました。体重が 
なかなか戻りません。(裕) 

 
＊遠足で６㎞歩いて体重が減ったんだろうと喜んでい 
たら…、変わっていませんでした…。(章) 

 
＊８年ぶりに札幌ドームで野球観戦してきました。中 
田のＨＲ！の時はＷＣにいました。はい。(智) 

 
＊令和。平成生まれでちやほやされるのももう終わり 
かな…。(大) 

 
＊ＧＷはビニールハウス作りのため青森へ帰省。渋々 
だったけれど、満開の桜が見られハッピー！(千) 

 
＊家の畑にアスパラを植えている。連休初めに芽が出 
始め、食卓をにぎわしている。(正) 

 
＊運動会目前。今年は私の他に、もう一枚強力な晴れ 
男仲間入り。絶対に晴れる、いや、晴らします(真) 

 
＊山菜の季節到来!!さあ、いくぞ。ウド・ワラビ・フ 
キ…。もうちょっと雨がほしい…!?(勝) 

 
＊私は黄色が好きです。今年はたんぽぽ学級で嬉しい 
です。でも、庭のタンポポは嫌です…。(愛) 

 
＊子どもはよく動く！スキップやジャンプをしながら 
歩く。同じ動きをすると痩せるはずだけど…。(麗) 

 
＊低視聴率に苦しむ大河ドラマ「いだてん」。おもしろ 
いんだけどなぁ…。(達) 

 
＊最近はまっているもの。強炭酸水、バターピーナッ 
ツ、セイコーマートのフライドチキン。(祐) 

 
＊先日６年生の調理実習に飛び入り参加。久しぶりの 
授業。やっぱり子どもたちとの授業は楽しい。（俊) 

 
＊猫の額ほどの我が家の家庭菜園。鍬でおこして堆肥 
を混ぜてフカフカにしたのに、強風が…。(久) 

 
＊１０連休中に断捨離を試みたものの、「勿体ない」と 

の想いと「思い出」がありなかなか進まず…💦(彰) 
 
＊今月は２本のライブに行ってきました。ちょっと元 
気になったらじっとしていられません。(由) 
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令和元年 ５月２４日（金）       学校だより「瑞穂（みずほ）」         第２号 
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校長 舘田  真 
 

「令和」を迎え約１か月。この間、新体

制の本校の教育活動が順調に展開できてい

ることに安堵しています。これも偏に、保

護者・地域の皆様方に温かく見守っていた

だき、力強くご支援いただけている賜と改

めて感謝申し上げます。 
 

さて、前号で今年度の学校経営の概略をお示ししました。基本理念と経営の重点については、昨年

度から引き継ぎ、今年度の経営のテーマを「つながる下士幌（SHIMOSHI
し も し

 PRIDE
プ ラ イ ド

）」としました。 

次年度本格実施の新学習指導要領では、今後の激動する社会を生きぬく子供達に必要な資質・能力

の育成が強く求められています。『社会に貢献できる人材育成』という面では「カリキュラム・マネジ

メント」が重要となり、地域の人的・物的資源の活用、社会教育との連携、社会と共有・連携し保護

者や地域と“つながる”教育活動の展開が不可欠となります。また、『子供達をどのように育むか』

という側面では「社会に開かれた教育課程」が重要で、①教育課程を介した学校と社会の目標の共有、

②子供達の育成すべき資質・能力の明確化、③地域の人的・物的資源の活用、社会と共有・連携しな

がら、開かれた学校教育の展開、が大切になります。さらに、学校制度改革の側面では、コミュニテ

ィ・スクール（学校運営協議会制度）やチーム学校があり、“地域とともにある学校”づくりが加速

しています。上記①、②は今後も継続して適宜お示しし、ご相談させていただく予定です。 

私自身は、特に、③を今年度最大の使命として自分に課しています。 

本校の各連携をまとめると、雑駁ですが次のようになります。 

 

 

 

 

 

ご存じのとおり、子供達の健全育成は学校単独で展開し完結できるわけはなく、さまざまな関係機

関と情報共有を図り、連携しながら展開する必要があります。そのためにも、保護者・地域との“つ

ながり”が肝要となります。本校が進めてきた「特色ある教育活動」をさらに発展・進化させると同

時に、真に地域に根付いた活動として展開していけるよう、地域に眠る「宝」（地域素材）を掘り起こ

し、教育活動に結び付けていきたいと考えています（SHIMOSHI  PRIDE）。また、その際、学校と

地域との連携の要となるのが“地域連携コーディネーター”です。ご相談させていただいたところ、

前ＰＴＡ会長の増田寿幸さんにご快諾いただきました。今後、実現に向け、コーディネーターを介し

て多方面でご相談させていただくこととなります。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
今週から合同運動会の特別時間割が始まりました。各学年の種目の他に、保育園児との練習も加わり、

日ごとにモチベーションが高まってきました。当日は最高のパフォーマンスを発揮することでしょう。

そんな子供達の姿を、保護者の皆様はもとより、地域の多くの皆様方にもご覧いただければ幸いです。

「つながる下士幌」の第一弾として、是非ともご来校のうえ、ご声援をお願いいたします。

  ・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) 

 

【学校間連携】 
○保小～学校行事、日常的な交流 

(H30 より拡大) 
○小小～木野東小との交流授業 
○小中～「緑南地区学校連携」の 

推進(H30 本格始動) 

【保護者連携】 
○ＰＴＡ活動～各部主催事業 
○ＰＴＡ主催行事 
○町Ｐ連と連携した活動 
○緑南地区三校ＰＴＡ交流事業 
○創立 120年記念事業に向けた取組 

【地域連携】 
○地域素材の活用～酒米ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ、 

熱気球体験、川下り体験 
○地域人材の活用～ﾄﾗﾝﾎ゚ ﾘﾝ、一輪車 

の体育授業(今年度より)、相生 
老人会との花植え 

○神社秋季例大祭での相撲大会 
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９日(木)の避難訓練では、子供達が皆迅速に非難し真剣に臨む 

ことができました。その後の消火体験では、５・６年生の代表（ 

大野さん・北村(め)さん）が水消火器を使って実体験しました。 

同日は、今年度初の取組となる引き渡し訓練も実施しました。 

自然災害等の有事に子供達の安全を確保し、確実に保護者に引き 

渡すことを目的とした重要な訓練です。万一に備え、迅速で着実 

な行動が求められます。今後、本訓練を経て見えた問題点をより 

実態に即した方法に繋げてまいります。保護者の皆様のご協力に 

感謝いたします。 

子どもたち一人一人の「いざ」への意識を高め、安心・安全を 

担保できるよう、今後も「防災教育」を一層充実させていきます。 

 

６月 １日（土） ９：００開会式  ９：３０競技開始  
 
◇ ４年目となる合同運動会。昨年度よりもグレードアップした競技にご期待ください。 

◇ 午前６時の花火で実施をお知らせします。雨天時は翌２日(日)に順延します。 

◇ 場所取り開始は「花火」が合図となります。また、駐車は誘導に従ってください。 

※ 詳細につきましては、別途配布されますプログラムでご確認ください。 

スローガン 

少雨と町教委による縦暗渠
あんきょ

工事の効果で、今年度は良いグラ

ウンドコンディションで外練習が進んでいます。 

本番まで残すところ１週間。今週は保育所との合同練習も始

まりました。日に日にモチベーションも高まりますが、練習が進

むにつれて疲れも蓄積します。町内小学校ではインフルエンザ

Ｂ型流行の情報も聞かれます。お子さんの体調に十分ご留意い

ただき、決して無理をさせることのようお願いいたします。 

 

 当日は見事に晴れ渡り絶好の遠足日和となりま 

した。１・２年生、３・４年生はスクールバスと 

徒歩（歩く距離に差）で、５・６年生は自転車で 

と、発達段階に応じた手段で目的地の「むつみ公園」を目

指しました。入水した子供達も唇を震わせる姿も見られま

したが、自然を満喫し、楽しい時間を過ごしてきました。

今年は熱中症もなく無事に終えられ安堵しています。 

可愛らしいお弁当づくり、おやつや持ち物の準備など、

ご家庭のご協力に感謝いたします。 
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令和元年 下士幌小学校ＰＴＡ役員一覧     ※◎部長 ○副部長 □選考委員  （敬称略） 

  学級委員長 学級副委員長 文 化 部 員 体 育 部 員 

１
年 

市川 優美 兒玉 千春 我妻奈津子 鈴木 朋美 

千葉 元子 

市川  淳 我妻  禎 

鈴木 章宏 千葉 賴孝 

２
年 

宮部むつみ 甲山友理枝 新妻 洋子 広瀬 博美 

宮部むつみ 

中島 和巳 宮部  悠 

○広瀬 裕樹 甲山友理枝 

３
年 

  工藤 紫織 牧田志保里 鈴木 りか 鈴木 保利 

４

年 

白木真沙美    本多紗由美 竹田亜希子 

長﨑里江子 村瀬 友恵 

□村岡  愛 白木真沙美 

長﨑 秀一 白木 智哉 

 村岡 昌明 村瀬  隆 

□本多 康敬 

５

年 

  中屋 朋子 □今井  恵 中屋 朋子 

北村 里恵 吉川由貴乃 

◎中屋 純一 今井 直敏 

 北村 陽介 中島 政徳 

□吉川 賢太 

６
年 

和田由美子   ◎□稻延真知子 大野 千子 

貞廣  舞 和田由美子 

 和田 恒弥 大野 大輔 

□貞廣  渉 関根 拓治 
担
当
職
員 

    小野澤彰子 松本 由記 

片山 愛子 大山千歌子 

西川 麗子 

谷藤 正裕 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）  村瀬  隆 

副会長（体育部顧問） 関根 拓治  鈴木 保利 

副会長（学校） 舘田  真 

会計（文化部顧問） 吉川由貴乃 

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 大野 千子  堀  樹里 

本多紗由美 

 

１２日（日）の環境整備作業には、昨年に増して多くのご 

参加をいただきました。好天の中、ペンキ塗り、畑や花壇お 

こし、グラウンドの石・ゴミ拾い、防風ネットの補修、散水 

車小屋隣のテント張り等、予定の作業を無事終了できました。 

素晴らしい協力体制と機動力にはいつも感心させられます。 

作業後のＰＴＡ交流会も充実したひと時となりました。 

 

１５日に行政区長や学校評議員をはじめ教育関係者、入 

学予定保護者など２０名を超える皆様にご参集いただきま 

した。説明会では、募集人数や通学方法、他機関との関係、 

今後の方向性等についての質疑に対し、町教委の意向を回 

答いただきました。本説明会をもって、下士幌地区として 

小規模特認校制度を了承いただいたことにとなりました。 


