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    の行事予定 
 

 

 １日(月) 安全点検 

 ２日(火) 全校集会  ＰＴＡ役員会 

 ３日(水) １学期末授業参観 学校評議員会 

 ４日(木) 外国語ＮＰＯ(高) 研修会議 

 ５日(金) 町特支バス遠足 クラブ活動 

 ８日(月) 友だちの日 

     創立１２０年記念事業協賛会設立総会 

 ９日(火) 移動図書・読み聞かせ 研修会議 

      学校教育指導訪問(二次) 

１０日(水) 外国語ＮＰＯ(中) 川下り予備日 

１１日(木) 毛筆授業 町養護教員研 

１２日(金) 児童会活動 

１５日(月) 海の日 管内ＰＴＡ研究大会(音中) 

１７日(水) ＰＴ来校 研修会議 

１８・１９日 評価業務(５時間授業) 

２６日(金) 終業式 大掃除 

２７日(土) 夏季休業（～８/１８） 

２９・３０日 夏休みサポート学習 

 

 

 

＊給食がとてもおいしくて、いつもおかわりをたくさ 
んしてしまいます…💦。(祐) 

 
＊久しぶりに１００ｍのスタートラインに立ちました。 
 ゴールってこんなに遠かったっけ…？(章) 
 
＊父の日、愚娘達からプレゼントが届く。やはり女の子！ 
反面、愚息達からは言葉もなく。こんなもの…。(真) 

 
＊大谷翔平選手がメジャーリーグでサイクルヒット達 

成！本当に「凄い」の一言です。(達) 
 
＊もうすぐ帯広美術館で開催されるチームラボの展覧 
会に、姪を連れて楽しんできます。(裕) 

 
＊実家で犬（ビーグル）を飼い始めました。とても、可
愛いです!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(大) 

 
＊さあ！いこう。渓流の王様が待っていてくれる。は 
やく天ぷらが食べたい…!!(勝) 

 
＊父親への父の日のプレゼントは、孫からの電話です。 
それが一番喜ばれます。(智) 

 
＊自然豊かな下士幌。着任当初に比べ、木々の葉も茂 
り、緑の深まり同様に私の体重も…。（俊) 

 
＊ミュージカル、美術館…などなど、充実した６月だ 

った。(麗) 
 
＊今ハマッているのは、○ブン○レブンの「金の食パ 
ン」。本当においしい！オススメです！(千) 

 
＊南こうせつのコンサートに参加。客の年齢層は高い 
が、大いに盛り上がっていた。(正) 

 
＊運動会が無事終わり、恵みの雨にも感謝。でも、元 
気に育った家の雑草が悩みの種…。(恵) 

 
＊札幌文化芸術劇場hitaruに初めて行ってきました。 
体力勝負でしたが楽しかったです。(彰) 

 
＊４月から探していた教室のＤＶＤプレーヤーのリモ 
コンが…、テレビの上にありました💦(愛) 

 
＊スマホスタンプラリーにハマり、時間をみつけては 
 ドライブしています。景色だけは裏切りません。(由) 
 
＊ファイターズ・上沢、怪我で離脱…大ショック！ 
帯広出身・杉浦投手、頑張って～！(久) 
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校長 舘田  真 

 

運動会にはたくさんのご来校をいただき、また、温かい声

援を頂戴し大変ありがとうございました。最高の天気＆グラ

ウンドコンディションの中で実施できたのは実に９年ぶりだ

そうで、子供達の熱い想いが天に通じたのでしょう。 

子供達はこの２か月間で培った力（話す・聞く、全力の取

組、応援等々）を存分に発揮し、皆様にもその姿を観ていた

だけたことと思います。これらの力をさらに伸長できるよ

う、今後も組織一丸となって取り組んでまいります。 
 

さて、子供達の「安全・安心」を確実に担保するため、全国すべての学校で安全確保を図っていま

す。リスク管理の面では、地震などの自然災害、不審者の出没、火災などからの避難、インフルエン

ザやO-157の予防など多岐にわたります。しかし、飛行機からの落下物、鳥獣からの安全確保など

予測不可能な場合もあります。過去には、サラ金からの護身やＤＶシェルターと連携し保護にあたっ

たケースなどもありました。学校では、こうしたあらゆるケースを想定した訓練の実施やマニュアル

の策定はできませんが、少なくとも、地震（津波）や大雨・強風・大雪などの自然災害、火災や交通

事故、不審者から子供達の安全を担保するための訓練を実施しているのはご存知の通りです。 

最近のニュースで取り上げられる事故・事件は、大別して「高齢者ドライバーによる事故」、「通り

魔殺人」、「児童虐待」の３つ（あえて「年金」は除きます）でしょうか。特に、ドライバーの操作ミ

スにより、小学生や園児が死傷する痛ましい事故が連日報道されています。池袋や福岡市の暴走事故

をきっかけに、運転免許証の自主返納が急増したとも聞きます。反面、高齢者による事故件数が必ず

しも急増しているわけではないというデータも報道されています。今後、限定免許の在り方やサポー

トカー導入などが課題となりそうです。また、川崎市登戸のバス停で児童など１６名が殺傷された事

件は、全国を震撼させました。当日の足取りは判明したものの、加害者が自刃した今、その動機の解

明は永遠に閉ざされてしまいました。これらは「予測不可能なケース」といえます。 

他方、札幌で２歳女児が衰弱死した事件。家庭でのＤＶやネグレクトに対する児童相談所や関係機

関の連携・関与の在り方が問題視されました。支援機関が連携し毅然とした対応ができていれば、微

細な情報も共有し迅速な対応ができていれば、尊い命の炎を消すことはなかったのかもしれません。

これは、一定程度「予測可能なケース」といえます。 

双方に共通しているのは、「想定した訓練が難しい」という点です。すなわち、自らの命を守る力を

子供達にどのように育成していくかが難しく、学校としても非常に歯痒く感じる側面です。 
 

今年度、本校では危機管理の面から集団下校をやめ、引き渡し訓練へと変更しました。また、「つな

がる下士幌」のテーマのもと、縦横の連携強化を進めています。確実で強固な連携体制が急務です。 

安心・安全の担保は、時間との勝負です。今後も「正確な情報伝達」「１分、１秒にこだわった迅速

な対応」を心がけ、子供達の安全・安心を第一に、学校・家庭・地域・関係機関の連携を強化してい

きたいと考えます。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

  ・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) 
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【男子】 
１年  ６０M １位 市川  憬 12”15 
        ６位 我妻 唯人 13”03 

 ２年  ８０Ｍ ３位 新妻 由都 15”54 
         ６位 廣瀬 啓人 15”80 
３年 １００Ｍ ５位 鈴木 悠生 19”00 
４年 １００Ｍ １位 長﨑 向葉 16”17 
        ２位 本多 佑基 18”09 
４年 走幅跳  １位 本多 佑基 2Ｍ90 
６年 走幅跳  ４位 和田健太郎 2Ｍ79 
５年 走高跳  １位 中屋 孝介 100㎝ 
５年 ボール投 ３位 兒玉 竜也 31Ｍ78 
１年 ４００Ｍ １位 市川  憬 1’44”49 
２年 ４００Ｍ ２位 新妻 由都 1’36”27 
３年 ８００Ｍ ６位 鈴木 悠生 3’56”96 
４年 ８００Ｍ １位 長﨑 向葉 3’12”74 
 

 

【女子】 
１年  ６０Ｍ ３位 兒玉 千奈 12”58 
２年  ８０Ｍ １位 甲山 あい 14“88 
５年 １００Ｍ １位 吉川 璃呂 16“23 
６年 走高跳  ３位 稻延 真衣 98㎝ 
４年 ボール投 ３位 村瀬 七菜 13Ｍ42 
５年 ボール投 ２位 北村 結生 20Ｍ00 
２年 ４００Ｍ ２位 甲山 あい 1’33”78 
４年 ８００Ｍ １位 白木 妃南 3’31”60 

２位 守山 あゆ 3’35”34 
５年 ８００Ｍ １位 吉川 璃呂 3’19”97 

【リレー】 
低学年 ４００ＭＲ ２位 下士幌A 1’26”97 
中学年 ４００ＭＲ ２位 下士幌A 1’14”30 
高学年 ４００ＭＲ ３位 下士幌A 1’08”98 

体育授業や休み時間に工夫して練習に取り組んできた子どもたち。当日

も自己記録の更新を目指し競技する姿はとても眩しく思いました。また、

全校一体となって応援する姿はひいき目なしに随一で感動を覚えました。

今の実力を知り、見つめ直し、次の目標に挑戦する原動力になった記録会

でした。皆様には準備・応援・後片付けとお世話になり大変ありがとうご

ざいました。入賞者は以下の通りです。 

※短距離走６位、他３位まで 
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６日に農園活動「畑の先生」を行いました。今年度の

テーマ「つながる下士幌」の第１弾として、地域の「宝

(先生)」にご協力いただき、真に地域に根差した教育活

動として展開したいとの想いから実現したものです。 

当日は北進・富丘地区の２つの老人会から１３名もの

先生にご協力いただき、種苗の植え付けや支柱の立て

方、管理方法等を丁寧に教えていただきました。豊富な

経験に裏打ちされた技の数々に感心しきりでした。秋の

収穫時にはご招待し、収穫祭を開催する予定です。 

植え付けに必要な各種種苗は、老人会の皆様をはじめ

ＪＡ木野様の他、富丘・川端様や相生・大塚様、現ＰＴ

Ａの皆様にご協力いただきました。また、地域連携コー

ディネーターの増田寿幸さんにもご協力いただきまし

た。皆様、大変ありがとうございました。 

先月末、「とかち酒文化再現プロジェクト」

田植えに、５・６年生１１名が挑戦しました。

白木さんに手ほどきいただき、約１０㎝の稲

苗を植え付けしました。初めのうちは悲鳴を

上げていたものの、土の感触を楽しみなが

ら、みるみる上達していく子供達でした（足

が抜けず勢いよく尻もちをついた子は、報道

機関の格好の被写体になっていました）。 

貴重な地元の事業への関わりや体験は、ま

さに「つながる下士幌」です。秋の稲刈り体

験までの管理は、白木さんにお願いし、丹精

込めて育てていただくことになります。 

◇ ３日(水)「学校評議員会」 

当日は「いじめ防止検討委員会」もあわせて開催します。 
 

◇ ８日(月)「創立１２０年記念事業協賛会設立総会」 

下士幌連絡協議会長様をはじめとする各行政区長様、歴代ＰＴＡ会長様、学校 

評議員様、現ＰＴＡ会員の皆様が対象です。よろしくお願いいたします。 
 

◇ ２７日(木)「緑南地区三校ＰＴＡ交流会」 

本校ＰＴＡ主催となります。関係の皆様、よろしくお願いします。 

 


