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校長 増田  覚 

  

恩田 南さん、菊地 彩さん、佐藤海宙さんの 3名が今日、東士幌小学校を卒業いたしまし

た。体育館につながる廊下には、3名の 1年生の頃からの思い出の写真が掲示されています。

無邪気なあどけない笑顔、楽しくて仕方のない毎日、そんな日常の一場面が写真とともに思い

出されているようでした。 

小学校の 6年間は長いようであっという間に過ぎていき

ます。大きなランドセルに大きな自転車。大人たちは、た

どたどしい運転にハラハラしていた入学当時。活発でやん

ちゃな時代を迎える 3年生。児童会で学校の代表として活

躍する高学年。今、6年生の顔には 1年生の頃の面影は残

っているものの、あどけなさは消え、在校生を優しく見守

る笑顔、その奥に、東士幌小学校を離れる寂しさを含んだ

笑顔が垣間見られます。この 6年間の成長をはっきり感じ

させる笑顔に心を打たれます。 

 

子ども達の卒業とともに、３戸の家庭が本校から去ってい

きます。長きに渡って本校の教育活動を支えていただいたこ

とに心より感謝申し上げます。児童数、家庭数の変化による

PTA組織やスケートリンク造成等の改編が必要な時期がご

ざいました。そして、全く想像すらしていなかった新型コロ

ナウィルスによる新しい生活様式。教育活動に深くご理解、

ご協力をいただき、PTAの役割を考えながら推進していた

だきました。小学校での関わりは、様々な変化に対応しなが

らの激動の時代だったのではないでしょうか。 

そして、地域の皆様には、子どもたちの学習に多方面か

らかかわっていただきましたことに教職員一同感謝してお

ります。ありがとうございました。 

連合運動会や地域活性事業が残念ながらできませんでし

たが、地域の中の学校として皆さんと協働していけるよう

に尽力してまいります。今後ともよろしくお願いいたしま

す。  

地域とともに歩んで開校１１５年 

音更町立東士幌小学校便り   
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（2月 17日 木曜日 20：00～21：00） 

 

第 3 回学校運営協議会を行いました。議題は、①東士幌小学校の取組について②「教育環境

の現状と課題」、令和 4年度の学校経営方針について熟議しました。東士幌小学校の取組につい

て、とても建設的なご意見をいただきました。また、地域や学校が連携して防災にあたることの

大切さや防災備品についての確認等も行い活発な意見交換ができました。充実した時間にする

ことができ、学校運営委員会の皆様に感謝いたします。 

 

 

1 東士幌小学校教育の取組みについて 

 

 学校評価アンケートをみても、取り組み報告を聞いても、学校が努力していることがよくわ

かる。 

他校の様子はわからないが、東士幌小学校はいろいろなことに取り組んでいただいており、

感謝している。 

 いろいろ感染対策で、不自由な部分もあると思う。先生方の健康状態などにも配慮して進め

てほしい。 

 体験的な学習や校外学習など、大きな学校ではできないと思われる授業も、感染対策しなが

ら行っているのがわかりありがたい。 

 防災教育に力を入れていることがよく分かった。地域としても、小学校が避難所になること

を想定しながら、地域総出で防災教育を行う機会があるといいと思う。 

 

 

2 熟議「教育環境の現状と課題」～令和４年度 学校経営方針について～ 

 

 PTA 活動も変化しながら進めているが、今後の推移を見ると地域の支援体制が重要である

と感じている。具体的にどの場面で、どんな支援体制が必要なのかを発信してほしい。 

 校庭の木々の剪定や農園活動、除雪作業など現 PTA 戸数よりも減少すると行えない事業が

多くある。本年度のスケートリンク造成のように外部にお願いできるところは、外部にお願

いしてよいと思う。 

 コロナ感染対策のため、いろいろな行事が縮小したり中止となったりし、地域とのかかわり

が薄くなってきている気がする。コロナが落ち着いたら、また地域とともにあゆむ東士幌小

学校の教育を充実させてほしい。 

 令和４年度もいろいろな工夫をしながら、教職員も PTA も地域も協力し、無理のない学校

運営を行ってほしい。 

 防災備品は備えるだけでなく、日常から使ってみることが大切であると考える。小学校が自

校で準備している防災備品に加えて、地域でも準備していきたい。 
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 卒業式で 3人が皆さんに伝えた言葉を掲載いたしました。6年間の思いが詰まった言葉で

す。登下校を地域のみなさんに見守られ、ふるさと学習で地域のよさをたくさん学び、この東

士幌小学校を巣立っていきます。 

 

 私は、たくさんの人に協力してもらい卒業することができました。 

 お父さん、お母さん、たくさんのことを教えてくれて、失敗したとき、

くじけそうな時に勇気づけてくれてありがとうございました。これからも

よろしくお願いします。 

 私は、先生方や在校生のみなさんのおかげで三役の会長など、昔なら勇

気が出なくてできなかったことに挑戦できるようになりました。本当に感

謝しています。 

 そして、地域の皆さん、今日まで温かく見守っていただきありがとうご

ざいます。また、お世話になることもあると思いますが、よろしくお願いします。 

 私は、たくさんの方に支えてもらいここまで成長することができました。本当にありがとう

ございました。                            （恩田  南） 

 

 地域のみなさん、いつも温かく見守っていいただきありがとうござ

います。たくさんのことで応援してもらいました。 

 在校生のみなさん、明るく接してくれてありがとう。いつも笑顔に

なります。先生方、たくさんのことを話していただきありがとうござ

いました。皆さんの教えは、とても心に残っています。 

 お父さん、お母さん。いつも一番近くで支えてくれてありがとう。

本当に感謝しています。 

 私はこの 6年間を通して学んだことがたくさんあります。そのことを活かして、中学校でも

頑張っていきます。本当にありがとうございました。           （菊地  彩） 

 

 ぼくが、今日卒業式の場に立つことができるのは、お父さん、お母さ

ん、たくさんの人に支えていただいたおかげです。 

 ぼくは、この東士幌小学校でいろいろなことを学びました。勉強・運

動・言葉の使い方など、たくさんのことをこの学校で知りました。悩んだ

こと、泣いたこともありました。そんな時は、友達や親、おじいちゃん、

おばあちゃんが励ましてくれました。 

 そして、児童会三役の書記までなることができました。副会長にはなる

ことができなかったけれど、書記になることができてうれしかったです。 

 先生方、いつも勉強などを教えていただきありがとうございました。先生方に教えてもらっ

たことは、これからも活かしていきたいです。皆さん、いつも支えてくれて、一緒にいてくれ

てありがとうございました。                      （佐藤 海宙） 

【作画：佐々木睦美】 
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令和３年度をもって３名の先生が転出いたしま

す。これまでありがとうございました。 令和４年 ４月行事予定表 

日 曜 行 事 内 容 

1 金 春休み（～6日）職員会議 分掌部会 

2 土  

3 日  

4 月 
職員会議 分掌部会 辞令伝達式 
町校長・教頭合同会議 

5 火 職員会議 保育所引き継ぎ 

6 水 職員会議 外国語打合せ 

7 木 
着任式・始業式・入学式準備・職員会議 
PTA三役会議（13：30） 

8 金 
入学式 駒場中学校入学式（13：30） 
定時退勤日 

9 土  

10 日  

11 月 
給食開始 交通安全教室 交通安全指導① 
管内校長会議・総会・研修会 

12 火 児童会 交通安全指導② 

13 水 
交通安全指導③ 交通安全教室予備日 
地域活性化運営委員会  

14 木  

15 金 
PTA常任委員会 管内教頭会議・総会・研修会 
東士幌神社春季例大祭 定時退勤日 

16 土  

17 日  

18 月 読書週間（～22日） 職員会議 

19 火 全国学力学習状況調査 

20 水 児童会総会 研修 

21 木 十複役員会・総会 

22 金 
発育測定 視力・聴力検査 
参観日 給食運営委員会 定時退勤日 

23 土  

24 日  

25 月 開校記念日 

26 火 家庭訪問① 

27 水 
全校朝会（1年生を迎える会） 
歯科検診 家庭訪問② 

28 木 月末統計 町複式教育研究連盟総会・研修会 

29 金 昭和の日 

30 土  

佐々木睦美教頭 

私は、何の不安もなく赴任しました。東士幌

小は合同学習で馴染みがあったからです。

顔を…名前を…知っている。そんな小さな

ことが、安心感につながります。子どもたち

にもそんな環境を作りたいと計画して 3

年。感染症対策で進まない連携も、ゆっくり

ですが着実に進みだしました。皆様のご協

力に感謝です。ありがとうございました。 

末次千穂美教諭 

東士幌小学校にきたのは７年前。自然が豊

かで、素直で優しい子ども達に出会い、学習

や運動、行事などの楽しい時間を過ごさせ

ていただきました。また、この地域ならでは

の環境学習や低学年の生活科の学習で地域

の方にお話をしてもらったり、体験させて

いただいたりと、子ども達のために大変ご

協力いただきました。本当にありがとうご

ざいました。 

村本志保養護教諭 

６年前、藤川ＰＴＡ会長に案内され、ご挨拶回

りをした時のことが懐かしいです。素直で優し

い子ども達に癒されっぱなしの６年でした。小

規模校ならではのアットホームな学校行事や雰

囲気がとても楽しかったです。東士幌で過ごし

た時間を心の支えに今後も頑張ります。本当に

ありがとうございました。今後もどうぞお元気

でご活躍いただき、おいしい農産物で十勝の

人々を幸せにしてください。 

令和 4年度の始業式・入学式について 

 4月 7日（木）着任式・始業式・式場準備 

  新２年生から新 6年生の初登校日。 

午前授業です。 

 

4月 8日（金）入学式 10：00 

児童・保護者・教職員のみで行います。 

  


