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「学校で皆と学べることに感謝」  校長  和嶋 康彦 

 ５月１６日から３１日まで新型コロナ感染対策の緊急事態宣言が発令され、学校行事は

７月以降に延期となりました。（町教委方針、規模縮小、分散開催等感染対策を講じて） 

本校においては、開校１２０周年記念合同運動会を予定していただけにとても残念な思い

です。しかし、昨年度は臨時休校を伴うものでしたが、今回は「児童・教職員の健康観

察、感染対策を徹底」とあり、最悪の事態は免れました。変異株の出現により、感染リス

クの増大（若年層の急拡大）で、十勝管内でも二桁の感染者を連日記録する日もありまし

た。危機感を高めつつ、「学校で学ぶことに感謝」しながら、掛け替えのない日々を過ごし

ていきます。 

 先日、「GIGA スクール構想」の実施に伴い、「Chromebook の持ち

帰りについて」という文書を発出しました（５月 18 日付）。音更

町では昨年度末に子どもたち一人一台のタブレット端末を整備し

ました。今年度はさらに「家庭への持ち帰り」を視野に入れ、１

学期中の取組をすすめています。本校における教員の研修テーマ

も「GIGA スクール構想にともなうパソコン（タブレット）を活用した授業の在り方」と設

定しました。子どもたちが慣れ親しみながら活用能力を養い、今後想定されるオンライン

授業にも備えて参ります。また、夏季休業を迎える前には保護者向け説明会を開催するこ

とも検討しております。保護者の皆様にも、タブレットの取り扱いにはご理解とご協力を

お願いすることになります。子どもたちの学びの充実のためよろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、運動会が延びたことをマイナスと捉えるか、プラスと捉えるかは事

柄を受け止める側の“心持”で決まります。人生の途上において、予定通りに進むことは

少ないものです。天気も含めた自然現象は、その代表ではないでしょうか。コロナ禍にな

ったことで新しい挑戦を始めた、新しい伝統が生まれた、新しい歴史が生まれた等々の動

きを、波動を、起こしたいものです。そのきっかけづくりとして、「校長チャレンジ１２

０」に取り組みます。開校１２０周年を迎える１２０にちなみ１学期の間にグラウンドを

１２０周走る目標を立てました。気候的にも良い運動会シーズンの５・６月（７月は暑い

かも）に、一日３周程度走り目標を達成する予定です。子どもたちにとって、良い刺激に

なることを期待しての取り組みです。子どもたちのチャレンジが楽しみですね。 

  ・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) 

 

校舎前花壇の花は、低学年がきれいに植えてくれました！ 
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令和３年度 下士幌小学校ＰＴＡ役員一覧   ◎…部長、副部長と選考委員は未定（敬称略） 

 学級委員長 学級副委員長 文 化 部 員 体 育 部 員 

１

年 

 佐藤 博志 鈴木 保利 
本間 梨沙 佐藤 博志 

２

年 

廣瀬 博美 増田由希子 福山 智美  吉田真優子 

吉川由貴乃 増田由希子 

 福山 良行 吉田 容章 
 吉川 賢太 増田 寿幸 

３

年 

   千葉 元子 千葉 元子  市川 優美 

鈴木 朋美  我妻奈津子 

 中島 政徳  
 我妻  禎  鈴木 章宏 

４

年 

 宮部むつみ    新妻 洋子  甲山 昌孝 

宮部むつみ 

 宮部  悠  廣瀬 裕樹 

５

年 

    

工藤 紫織 
牧田志保里   鈴木 保利（監査） 

６

年 

白木真沙美  ◎白木真沙美 本多紗由美 

貞廣   舞 竹田亜希子 

村瀬 友恵 

◎村瀬  隆  白木 祐一 
本多 康敬  貞廣  渉 
長﨑 秀一  白木 智哉  

教

職

員 

  小野澤彰子 松本 由記 

江崎 美穂 大山千歌子 
佐藤 京美 

前多 裕之 小野寺達也 
永山  祐  土橋 章雄 
片山 愛子  

役 

 

 

 

員  

会長（文化部顧問） 中島 和巳 

副会長（体育部顧問） 鈴木 章宏 

副会長（文化部顧問） 長﨑里江子 

副会長（学校） 和嶋 康彦 

会計（文化部顧問） 稻延真知子 

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 鈴木 保利 工藤 紫織 

防風ネットが補修され、グラウンド

も走りやすくなりました。 
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学習指導員として大友麻美さん 

が着任しました。小学校教諭とし 

て、教壇に立ち卒業生を送り出す 

など、教員としての経験も豊富で 

す。主に花組の学習のお手伝いい 

ただく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   の行事予定 

 

※5 月 2８日 酒米田植え（参加見送り） 

 

１日(火) 安全点検日 

３日(木) 尿検査２次 

 ５日(土) 下士幌小学校運動会→ 

※緊急事態宣言発令のため７月以降に延期 

 ７日(月) 通常登校日 

 ８日(火) 全校集会 外国語（３～６年） 

 ９日(水) 研修日 

１０日(木) 外国語（５・６年） 

１１日(金) 児童会② 

１５日(火) 移動図書・読み聞かせ 

      外国語（３～６年） 

１６日(水) 知能検査（１・３・５年） 研修日 

１７日(木) ALT 来校 租税教室（５・６年） 

１８日(金) クラブ（２時間） 

２２日(火) 外国語（３～６年） 

２３日(水) インターンシップ打合せ 研修日 

２４日(木) 外国語（５・６年） 

２５日(金) 児童会③ 

２９日(火) 外国語（３～６年） 

 

７月１日、２日 複式４校合同修学旅行 

  
  ４月上旬、片山教諭の親族がお亡くなりにな

りました。そのことで心身に大きな負担を受け
しばらくの間、学校を休むことになりました。 

  その間、特別支援教諭４人を中心に、校内の
全職員で協力しながら学習を行っていきます。
また、今月より学習指導員を新たに配置し、子
どもたちの学びの保障を図っていきます。ご不
便をおかけすることもあるとは思いますが、ご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

５月２１日から学習指導員としてお世話に
なります大友麻美です。すきなこと・もの
は、読書・キャンプ・ユニクロ・ディズニー
です。好きな言葉は「なんとかなる！」で
す。下士幌小の子どもたちの印象は、素直で
明るい子が多いと思いました。子どもたちの
力になれるようにがんばります。これからよ
ろしくお願いいたします。 

よろしくお願いします！ 

野坂先生による毛筆指導が始まりました。姿勢
が良く、教室内の空気にも張りがあります。 

町図書館職員による読み聞かせ会がありまし
た。１年生もワクワクしながら参加しました。 

相生老人会の皆さんが、学校前の歩道の 
花植えを行っていただきました。 

前期児童会認証式が行われました。真剣な表情
からは、芯のある決意を感じました。 
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