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北広島市立広葉小学校　閉校記念誌



』

「やさしさいっぱい、やる気いっぱい」の心をいつまでも

　　　　　　～広葉小39年の幕を閉じるにあたって～

、幽
　本校は昭和47年に運営北広島団地の造成・発展に伴い、東部小学校から分離し、開校しました。

今年12．月1日の開校記念日で満39年を迎えます。本年度末に卒業する6年生を含み、3，061

名が本校を巣立ち、各界、各層で活躍しているところです。

　学校沿革史などを紐解くと、開校当時の様子が伝わってきます。開校して間もない頃は、子どもた

ちの中にも新しい小学校をつくるという雰囲気が満ちていました。昭和48年の卒業生は、20周年

記念誌の中で、「私達の時、タコ公園美化運動をやりました。毎週、ほうきをもって掃除に行きました。

6年生だけです。子供がタコ公園でけがをして危ないというので、私達の発案で、『タコ公園美化運動

をしよう！』と壁新聞をつくり、みんなに声をかけてやったのです。」と、思い出を綴っています。そ

して、「このような子どもたちの動きが学校の伝統となり、のちにボランティア活動にとりくむ風土を

生み出すことになった。」と、北広島市史で取り上げられています。

　本校の草創期は、団地や公団の分譲や入居が進み、児童数が増大した時代です。本校が開校してか

ら6年後の昭和53年までには、団地内に他の3校の小学校と中学校2校が開校しました。本校も昭

和57年には児童数が900名近くにもなりました。

　時代の移り変わりと共に児童数・学級数も変遷しましたが、歴代の各校長先生やPTA会長、そし

て教職員、保護者や地域の皆様が広葉小学校の教育活動を積み重ねてきてくださいました。毎年9月

に行われる「広小フェスティバル」は、開校間もない頃「広小まつり」として始まり、現在まで引き

継がれている伝統行事であり、縦割り班活動を通して、学年を超えた人間関係作りの場となっていま

す。また、30周年を記念したスクールイメージ「やさしさいっぱい　やる気いっぱい」は、テーマ

ソングと合わせて、目指す子ども像や子どもたちの合い言葉、愛唱歌としてはもちろん、本校教育活

動の中心となっています。PTA行事である「フェア」や「餅つき広場」も子どもたちばかりでなく、

保護者の方も参加する毎年楽しみな行事です。

　地域の学校として、地域の皆様と共に歩み、築き、積み重ねてきた39年の歴史です。その歩みを

振り返ると、先達のみなさんのその時々のご苦労と使命感を超えた情熱に改めて感謝申し上げます。

　さて、平成24年4月には、若葉小学校と統合し、北広島市立双葉小学校が誕生します。同じく高

台小学校と緑陽小学校が統合して新設される緑ヶ丘小学校とともに、団地内の新しい学校として新し

い歴史を刻むこととなります。

　私たち教職員は今、新設校開校のための諸準備に取り組んでおります。双葉小学校が「学び」も、

「心」も「体」も元気いっぱいの学校となるよう心を砕いています。保護者、地域の皆様の思いや願

いをしっかりと受け止め、子どもたちにとっても、保護者や地域にとっても、統合が新しい出会いや、

未来を開く可能性の一歩を踏み出すきっかけにしていくことが大切だと思います。

　これまで本校の教育活動を支えていただきました全ての方々に心から敬意を表しますとともに、感

謝を申し上げます。また、新設される双葉小学校の教育活動にたくさんのご指導とご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。

北広島市立広葉小学校長

　　　　　畠　山　昌　平

一2一



広葉小学校の閉校に寄せて

．、

鴻’昌

登

北広島市立広葉小学校PTA会長

　　　　　　　　　山　本　　　信

　広葉小学校の閉校に当たり、昭和47年12月1目、東部小学校から分離し、6学級、

児童数106名で開校して以来39年の長きにわたり、学校を支え応援してくださった地

域の皆様、情熱をもって「やさしさいっぱい　やる気いっぱい」の子供達を育てていただ

いた歴代の校長先生をはじめ諸先生方、さらには、私どもの活動の礎を築いてこられた、

PTAの諸先輩に対しまして、あらためて心より感謝を申し上げます。

　我が子の通う学校であり、我がまちの学校でもある広葉小学校が統合により閉校となる

ことを初めて聞いた際は、少子高齢化による児童数の減少は時代の流れとはいえ、大変寂

しい思いをいたしましたし、卒業生やご家族の皆様におかれましては尚のことと思います。

　しかし一方でこの度の学校統合は、児童数の増加により各学年において長期間にわたり

安定的に複数学級が維持できるなど、主に教育環境面では大きく期待できるものでもあり

ます。

　新しい双葉小学校では、こういつた学校統合のプラスの面を生かし、より充実した教育

活動が行われるよう望みますし、私ども保護者としても、学校と協力しながらさらにPT

A活動を充実させていきたいと思います。

　振り返りますと、私自身、PTAフェアやもちつき広場などの事業や、その他様々なP

TAの活動を通じ、沢山の人と出会い、親として、人として成長させて頂きました。

　こうした思い出を心に深く記憶し、広葉小学校に「さよなら」を言いたいと思います。

　子ども達は来春、双葉小学校や広葉中学校で新しい友達と出会い、新たな学校生活をス

タートさせますが、風が流れるみどりの森で広葉小のみんなと学んだことを決して忘れる

ことなく、誇りと自信を持ち未来に向かって大きく羽ばたいてほしいと願っております。

　末筆となりましたが、本閉校記念誌の発行にあたり、ご尽力くださった関係各位にPT

Aを代表し、心より感謝申し上げます。
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　まちと歩んだ4校に感謝をこめて

北広島団地内4小学校の閉校に寄せて

北広島市長

　上　野　正　三

　北広島市のまちづくりは、明治17年に広島県人の和田郁次郎らが、一村創建をめざし

て入植したことにはじまります。その8年後には、月寒小学校大曲分校として現大曲小学

校が創立、同年、簡易教育所として現東部小学校が開校しました。その80余年後の昭和

47年、着工して問もない北広島団地内に東部小学校から分離して広葉小学校が開校しま

した。その後、昭和52年までに若葉小学校、高台小学校、緑陽小学校が1頂次分離して開

校して以来、現在まで、北広島団地内の4校は北広島団地の歩みとともにありました。

　北広島団地の草創期ともいえる昭和45～50年代、当時の広島町では急激な人口増加

や企業立地の推進等により、公共施設の整備や工業団地の造成など急速にまちづくりを進

めておりました。しかし、右肩上がりの時代がやや落ち着きを取り戻すころ、全国的に少

子高齢化やオールドニュータウンの課題が注目され始め、北広島団地においても高齢化率

が高まり児童数が漸減することが明らかとなってきました。

　本年度からスタートした北広島市総合計画（第5次）は、これまでの長期計画のように

人口増加は見込んでおりませんが、計画の第2章「人と文化を育むまち」では、「生きる力

を育む学校教育の推進」、「信頼され、魅力ある学校づくりの推進」など、教育に関連する

10の政策を進めることにより、どのような時代にあっても、必要とされる「人づくり」

を進めることとしたところであります。

　さて、北広島団地内の小学校4校が平成24年3月をもって閉校することとなりました

が、在校生及び同窓生の皆様や地域の方々には、数々の思い出が胸中を去来し、寂しさを

感じられていることと思います。しかし、今日まで4校が歩んできた輝かしい歴史は、歴

代の先生方をはじめ多くの方々が、子どもたちを慈しみ、ときに優しく、ときに厳しく育

ててこられたことによるものであり、心から敬意を表するとともに、このように子どもた

ちが学び・育つ場となりました各学校に、心から感謝とお礼を申し上げます。

　終わりに、本記念誌の編集に当たられた皆様のこ労苦に対し、深く敬意を表しまして、

寄稿といたします。
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北広島団地内4小学校の閉校に寄せて

北海道教育庁石狩教育局長

　　　　　　伊　藤　文　明

　30有余年の長きにわたり、地域と共に歩んでこられました北広島市立広葉小学校、若

葉小学校、高台小学校、緑陽小学校の北広島団地内の4っの小学校が、その歴史の幕を一

斉に閉じることになりましたことは、在校生や卒業生、保護者、歴代の教育関係者、並び

に地域の皆様にとりまして、愛惜の念、ひとしおのことと存じます。

　顧みますと、4校は、昭和40年代後半から50年代にかけ、児童数の増加に伴い、未

来を拓く子どもの教育の充実に向け、ゆとりある教育環境を求めた地域の方々の大きな期

待を担い、相次いで開校し、その歩みを始められました。

　以来、昭和から平成へと流れる時代の中で、常に建学の精神を忘れることなく、次代を

担う子どもたちの教育はもとより、地域の教育や文化、スポーツ活動の拠点として、輝か

しい歴史と伝統を築き上げてこられました。

　この間、各校とも、幾度となく、石狩管内教育研究会や北広島市教育研究会の指定を受

け、研究成果を発表するとともに、平成16年度には、文部科学省の「人権教育総合推進

地域事業」の指定を受けた北広島市における人権教育の実践校として、研究発表会を開催

するなど、目々積み上げられた確かな教育実践を広く発信されてきました。

　これもひとえに、各校の教育に対し、深い御理解と御協力をいただきました市の理事者

や地域、並びに同窓の方々をはじめ、歴代の校長先生、教職員の皆様方の熱意と御協力の

賜であり、こうした数々の素晴しい実践発表を通して、市内、管内はもとより、北海道教

育の充実・発展に寄与してこられましたことに、心から敬意を表し、感謝を申し上げます。

　このような実績のある学校が多くの皆様から惜しまれっっ、輝かしい学史に終止符を打

たれますことは、誠に寂しい限りではありますが、皆様方が脈々と築いてこられた校風と

伝統は、卒業生をはじめ、保護者や地域の誇りとして、心に深く刻まれるとともに、新た

に開校する双葉小学校、緑ケ丘小学校に受け継がれるものと確信しております。

　結びに、新年度、各校の子どもたちが、これまで学んだことに自信と誇りをもち、新し

い小学校の歴史づくりに力強く取り組まれますとともに、当地域のますますの御発展を祈

念申し上げ、閉校に寄せる言葉といたします。

一5一



北広島団地内小学校の歩みを確かなものに

北広島市教育委員会委員長

　　　　　　松　本　　　蠕

　北広島市は、昭和43年9月に町制を施行した後、昭和45年に道営北広島団地の造成

工事が始められました。これにより、北広島団地地区の人口は増加を始め、昭和47年に

は広葉小学校が開校し、その後は若葉小学校、高台小学校、緑陽小学校が相次いで開校い

たしました。昭和50年代後半には大変多くの子どもたちの声が、北広島団地の隅々にま

で響きあっていたものです。

　4校の卒業生たちは中学生となり、さらには、高校や大学進学、就職などのために北広

島団地を離れていきましたが、保護者世代の方々は地域に残って年月を積み重ね、まちづ

くりに貢献されてきました。その後、北広島市においても少子高齢化という言葉が他人ご

とではなくなり、市の人口推計ではすでに4校の小学生数はピークを過ぎており、平成1

5年ごろには、やがて往時の児童数の4分の1ほどに減少することが明らかとなってまい

りました。

　そこで、平成17年度から北広島市通学区域審議会などにおいて市内の小学校の適正規

模や適正配置等について検討を始め、平成19年7月には、北広島市教育委員会において

北広島団地内の小学校4校を2校に統合することを含む「適正配置に関する基本方針」を

決定いたしました。その後、4校の校区にお住まいの皆さんや学校関係者の方々と、多く

の意見交i換を重ね、平成20年11，月には、広葉小学校と若葉小学校を統合し、新しい学

校の校舎は若葉小学校の校舎を使用すること、高台小学校と緑陽小学校を統合し、新しい

学校の校舎は高台小学校の校舎を使用すること、さらには、新しい学校の開校は平成24

年4，月とすることを決定いたしました。

　振り返れば、4校が積み重ねてきた歴史は40年足らずではありますが、その間の記憶

は関係者の皆さんばかりではなく、多くの方々の心の中で生涯輝き続けるに違いありませ

ん。また、4校が地域との関わりの中で育んできた知恵や経験などは、間違いなくこれか

らの地域づくりに受け継がれ、新たに開校する学校にも生かされていくものと思います。

　人は常に過去から学び、未来を拓く糧としてきました。北広島市教育委員会として、市

の歴史に深く刻まれた団地内4校の足跡を確かなものとしながら、子どもたちがこれから

も多くを学び、体験し、生きる力を得て健やかに育つよう、いっそう教育環境の整備に努

めてまいりたいと考えております。
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　　　　　　　　　「温故創新」

～歴史を紡ぎ、新たな創造・発展に向けて～

石狩教育局義務教育指導監

　　　　　　吉　田　孝　志

　北広島団地の造成とともに開校し、北広島市及び団地地区における教育の発展と充実に寄

与してきた広葉小学校が、40年余りの歴史に幕を降ろすことに一抹の寂しさを覚えながら

筆を執っています。同時に、その功績を讃えますとともに、感謝の意を表します。

　さて、私が校長として勤務させていただいたのは、平成18年度から21年度までの4年

間です。その間の学校の様子・変遷は沿革史に譲るとして、「信頼と調和」「自立と共生」等

を学校経営のキーワードにしていた私の一番の思い出は、地域の方々、そしてPTAの皆さ

んに大変お世話になったということです。4年間、登校時に校門前に立ち、毎朝、子どもた

ちと挨拶を交わしていたのですが、登下校指導では地域ボランティアの皆様に一方ならぬご

理解とご支援をいただきました。また、保護者の積極的で真摯な姿はとても印象的であり、

力強く学校を支援していただきました。二つめの思い出は、保護者や地域からたくさんの愛

情を受けて成長し続ける、とても素直な子どもたちとの出会いです。子どもたちの名前を全

員フルネームで言えたのも、広葉小学校の子どもたちが人なつこくて、「優しさいっぱい、

やる気いっぱい」であったからだと思っています。

　閉校という節目を迎えるに当たり、幕末から明治にかけて活躍した、坂本龍馬、勝海舟、

吉田松陰、西郷隆盛といった歴史上の重要な人物に、大きな影響を与えたとされる幕末の思

想家「佐藤一斎」の説く「三学の教え」を饅の言葉にしたいと思います。それは、

　『少にして学べば、則ち壮にして為すこと有り。壮にして学べば、則ち老いて衰えず。

　　老いて学べば、則ち死して朽ちず。』　　（著書「言志四録」より）

　その意味は、「自らが、人間として如何に生きるかの志を立て、若い時代にしっかりと学

べば、30代、40代で事を成し遂げる事ができる。壮年期になってもしっかりと学べば、

50代、60代となっても衰えることはない。老年期でしっかりと学べば、充実した人生を

全うすることができる。」と言うものです。それぞれの人生の各期には学ぶべき意義があり、

「夢や目的」を持ち、学び続けることが大事であるということを説いています。

　これからの社会を担い、地域の中心的な存在となっていく広葉小学校の卒業生、そして現

在学んでいる子どもたちには、今後とも「生涯、学び続ける姿勢」を持っていてほしいと思

いますとともに、地域に生きる生涯学習の実践者たることを期待しています。

　閉校は、未来を切り拓く試練でありチャンスと捉え、今後の新たな創造を期待します。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作詞　木村　　進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作曲　石山　美治
　」＿1、2

1．風が流れる　みどりの森に

　きょうもはずむよ　楽しい声が

　伸びよう元気に　明るく強く

　広葉小の　みんな　みんな

2．日々に開ける　みどりの丘に

　きょうもほほえむ　静かなひとみ

　学ぼうたしかに　豊かに深く

　広葉小の　みんな　みんな

3．ひかりかがやくみどりの窓に

　きょうも広がる　大きなゆめが

　進もう未来の　希望にむかい

　広葉小の　みんな　みんな
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広　葉　小　学　校 応　援　歌

作詞　木村　　進

作曲　石山　美治

1　ぼくらは　広葉　強い子だ

　緑の風を　胸いっぱい

　すって　きたえた　このからだ

　チャンスだ一　ダッシュだ一
　　ファイトだ一

2　わたしは　広葉　なかよしだ

　みんな　集まり　がんばって

　みがき　きたえた　この心
　　チャンスだ一　ダッシュだ一

　　ファイトだ一
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やさしさいっぱい　やる気いっぱい

～開校30周年記念ソング～

わらってる　ないている

おこってる　ほほえんでる

うれしくて　たのしくて

すてきな　こころ

だいじな　こころ　わすれない

どんなことも　のりこえ

やさしさいっぱいの

やる気いっぱいの　こころ

ひろげよう

　　　　　一10一



畠山　昌平　校長

　広葉の「葉」を囲んで外へのびている黒の部分は、未来へ向かって

大きく伸びるかぎりない子どもの英知をあらわし、それを包む白の四

つの部分は、子どもたちの成長を見守る広島の四地域の人々の心をあ

らわし、また、中央に入りこむ黒のひし形は「知・情・意・体」の調

和ある発達をあらわしている。

　そして、それらをまとめる円は、いつの時代にあっても大切な友情

・和を象徴するものである。

考案　広島町立東部小学校教諭　柴井　義雄　氏（昭47年度作成）

自ら学び

教育目標

心豊かに たくましく

　　　　　スクールイメージ

やさしさいっぱい　やる気いっぱい

、鑛

　スカイブルーの地に山吹色の中心円、淡緑の

葉6枚は学年を表し、濃緑の葉脈は、児童会や

各委員会などの活発な活動を表している。中心

の円に6枚の葉がついているのは、協力・協調

を表している。外側の白は、広葉小の発展を意

味している。

　考案者　昭和53年度

　　　　　　　第7回卒業生　曽祢　恵　さん

　加筆　　　　広葉小教諭　　白鳥　剛　氏
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思い出の教室

1線廊下 2線廊下 2線廊下 3線廊下

どんぐり学級 パソコン室 放送網 音楽室

家庭科室 教室 校長室 職員室

　　　・甦鰯
．、　『、緬i圏層

　　　　騙開　　　難
　　　　匡塑畦職

！、翼螺・国

警難題

児童玄関 2～3線の坂 図工室 視聴覚室

図書室 体育館 保健室 理科室
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卒業記念作品の数々
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昭和47年開校時

1静・

七種集会

賑，．音楽発表会

第1回運動会

卒業式

只

鳶

　2円

9
●

　　，．「8

音楽発表会

竃・

全員リレー

広小まつり

登校の様子
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広島100年運動会

　　1

　ξ

広小まつり　みこし

広小フェスティバル

席書大会

前庭での宿泊学習

広小まつり　キャンプファイヤー

寒「

　．　・　　「　「　　．　　　「

小体連

給食の様子

一24一



1年生初めての給食

田　　匿

蹴壼謙
縦割り班遠足

ふれあい学習　輪厚川

1年生を迎える会

小体連　バスケットボール

PTAバザー

広小フェスティバル
学芸会
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よさこい

日ハム　坪井選手

学校の水田で稲刈り

L釦
おたっしゃ塾との交流

刷声調πr「－

歴

鯨
》3r

塵‘

温潤濁＿鰹
アフリカンエクスプレス

もちっき広場

児童会総会

子ども大使歓迎集会
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広葉小学校の沿革

〈創　立〉

昭和47年11，月　1日
　　　　　12月　1日
　　　　　12，月16日

　　48年　1．月15日
　　　　　　1月19日
　　　　　　3月26日

3，月18日

初代校長　常田　昭拓　氏　着任

広島町立広葉小学校開校（6学級認可、106名）

PTA設立総会
校舎第1期工事完成（2487㎡）
初の始業式

開校式挙行（但し6年生は引き続き東部小学校で授業、5年生以下が新校舎で授
業）

第1回卒業証書授与式
（東部小学校にて、男子6名、女子4名、計10名）

4月　1日
4，月25日

8．月13日
　　　　9．月

　　　10月

　　　10月
　　　11，月

49年　1月

9日

1日

7日

1日

1日

3．月21日

3月25日

着任式、始業式、入学式（入学32名、6学級、147名）

グランド造成工事着工

第2期工事着エ
グランド完成

9学級認可（1．2．3年学級増）

第1回運動会
10学級認可（4年学級増）

11学級認可（5年学級増）

第2回卒業証書授与式
体育館が完成しないため4年生以上の児童と職員室で行う。

男子21名、女子21名、計42名）
修了式（職員室で）

校舎第2期工事完成（2181㎡）

4月　1日

　　　5月　7日
　　　10，月19日

　　　10．月20日

　　　12．月28日

50年　1月12日
　　　3月16日
　　　3月24日

着任式、始業式、入学式（職員室で）入学131名、18学級、540名）

第2代校長、石山　美治　氏　着任

体育館完成

初の校内音楽発表会実施

町内音楽の集い会場

スケートリンク開き

雪中運動会（PTA主催）

第3回卒業証書授与式（87名）
若葉小学校開設に伴う分離式

　　　4，月　6日

　　　4月　7日

51年3月20日

オンコ植樹（前庭に5本）

着任式、始業式、入学式（入学126・名、16学級、538名）

第4回卒業証書授与式（76名）

　　　4月　6日　着任式、始業式、入学式（入学151名、

　　　　　　　　　記念植樹、花壇造成

　　　4，月25日　校庭遊具設置（ベンチ、タイヤ群）

　　　10，月　8日　前庭舗装工事終了

52年　3，月20日　第5回卒業証書授与式（92名）

18学級、673名）

4月　6日　着任式、始業式、入学式（入学147名、

　　　　　緑陽小学校開設に伴う分離式

5，月15日　開校5周年記念植樹（2100本）
7，月　8日　札響音楽教室（5周年記念行事）

19学級、681名）
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　　　11，月15日

　　　11．月18日

53年　3月19日

校舎第3期工事完成（504㎡、総面積5172㎡）
広教二二究中心校発表会

第6回卒業証書授与式（103名）

4月　6日

　　　　5，月　3日

　　　　5，月14日

　　　　7，月12日

　　　11月　2日
54年　3，月18日

着任式、始業式、入学式（入学150名、20学級、700名）
第3代校長　伊藤　忠　氏　着任

記念植樹（ナナカマド他30本）

教材園（3線校舎）、花壇（3線校舎と前庭）造成

第1打ちびっ子祭り開催

グランド遊具設置（中・高鉄棒、雲梯、シーソー、ジャングルジム）

第7回卒業証書授与式（65名）

55年

4，月　6日

5．月10日

7月　4日

3月20日

着任式、始業式、入学式（入学166名

児童会旗作成（卒業記念品）

外物置用ガレージ設置

第8回卒業証書授：与式（107名）

、22学級、811名）

　　　　4，月　7日

　　　　7月　7日
　　　　9，月22日

　　　10月　4日

56年　3月21日

着任式、始業式、入学式（入学202名
「広葉の子」発行

屋体機材庫着工

屋体バック幕交換、引き幕電動化

第9回卒業証書授与式（101名）

、23学級、891名）

　　　　4，月　7日

　　　　6月14日
　　　　9月　3日
　　　　9，月23日

　　　10月17日
57年　3，月21日

着任式、始業式、入学式（入学174名、23学級、897名）
体育増床修理

グランドにスプリンクラー敷設

屋外トイレ完成

姉妹校・東広島市立寺西小学校へ紹介のアルバム送付

第10回卒業証書授：与式（112名）

4月　6日

　　　　5，月　9日

　　　　5月20日
　　　　6．月　5日

　　　　7月21日
　　　　8，月21日

　　　　9月　4日

　　　11，月13日

　　　12月　5日

58年　3月20日

着任式、始業式、入学式（入学146名

第4代校長　蛯名　綾雄　氏　着任

楽焼き用小屋設置

開校10周年記念航空写真撮影
国旗掲揚塔設置

10周年記念ツツジ園造成
姉妹校代表植樹

陶芸釜設置

灯油ストーブ設置（職員室）

開校10周年記念式典挙行

第11回卒業証書授与式（124名）

、23学級、887名）

　　　　4，月　6目

　　　　4月　7日

　　　　7，月16日

　　　　8月　3日

　　　　9月　3日

59年　1月13日
　　　　2．月18日

　　　　3．月20日

着任式、始業式（22学級、875名）
入学式（入学170名）

2年生4学級認可（23学級）
校舎外壁工事

3線校舎修理

掲示板張り替え

電灯増設（職員室前、玄関前廊下）

第12回卒業証書授：与式（124名）

4月　6日　着任式、始業式（22学級、

4月　7日　入学式（140名）
849名）
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　　　　5月　1日

　　　　5，月29日

　　　　7月19日
　　　　8月　4日

　　　　8月　8日

60年　3，月17日
　　　　3，月25日

夜間警備委託開始

花壇造成（1線横8角形2個）
校庭遊具増設（ブランコ1基）

広島町開基100年記念式典
姉妹校・東広島市立寺西小学校へ子ども大使派遣

第13回卒業証書授与式（115名）
3線渡り廊下改修

　　　　4，月　5日

　　　　4月　6日

　　　　8月14日
　　　11，月20日

61年　3，月19日

着任式、始業式（21学級、793名）
入学式（118名）
屋外トイレ水飲み場設置

屋外外壁大時計取り付け

第14回卒業証書授与式（142名）

4．月　5日

　　　4月　7日
　　　　5月29日
　　　　6月　4日

　　　　6月21日
　　　　6月23日
　　　　8月　3日

62年　3，月19日

着任式、始業式（18学級、714名）
第5代校長　長谷川　功　氏　着任

入学式（118名）
4年1学級増、4学級編成（19学級認可）

グランド電源設置

緑化事業植樹（プラタナス60本、モンタナ28本、白樺16本）

1年1学級増、4学級編成（20学級認可）
東広島市へ子ども大使派遣

第15回卒業証書授与式（131・名）

　　　　4，月　4日

　　　　4，月　6日

　　　　8月　5日

　　　11，月14日

　　　12，月22日

63年　2，月21日
　　　　3月19日

着任式、始業式（18学級、645名）

入学式（111名）
高校総体ヘプランター参加

ビニールハウス中庭に移転、中庭整地作業
児童会「日本列島クリニン作戦」表彰（小さな親切運動本部）

広島町青少年善行賞受賞（児童会）

第16回卒業証書授：壁式（93名）

4月　5日
4，月　6日

7，月21日

7，月26日

　　　　　　8，月　3日

　　　　　　8月24日
　　　　　11．月　1日

　　　　　11，月10日
平成　元年　3，月19日

着任式、始業式（18学級、644名）

入学式（126名）
第1回広小フェスティバル（4～6年宿泊、レクの森）

1線校舎・教室・廊下・職員室・理科室・図工室の内装、外装

床張り替え工事（1900㎡）
視聴覚室・郷土資料室（各128㎡）へ改造
東広島市へ子ども大使派遣

東広島市より子ども大使来校

前庭オンコ移植

クリーン作戦実施（児童会）

第17回卒業証書授与式（124名）

　4月　6日
　4，月　7日

　6月17日
　9．月12日

10，月　6日

2年　3，月　7日

着任式、始業式（17学級、586名）
入学式（90名）

前庭ロータリー花壇改良

ハマナス国体炬火リレー（6年生10名）

石質研学校課題研究指定校＆広教研研究中心校発表会

広小フェスティバル実践論文準特選に入選

石狩管内教育実践奨励表彰（公務員共済会）

「地域の特性を生かした学校行事（広小フェスティバル）や一人一人を生かす学

習指導の実践を通し、豊かな心を持ち、意欲的に学習し、活動する児童の育成」
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3，月19日　第18回卒業証書授：挙式（89名）

　　　4月　6日

　　　4月　7日
　　　5，月15日

　　　8月　2日

　　　8月　3日
　　　8，月28日

　　　9，月29日

3年　2．月25日

　　　3，月19日

着任式、始業式（18学級、573名）
入学式（90名）

アラスカ大学より研修生受け入れ

校舎前面に大時計設置

東広島市へ子ども大使派遣

東広島市より子ども大使来校

開校20周年協賛事業第1回バザー実施
「小さな親切運動実行賞」受賞

第19回卒業証書授与式（96名）

　　　4月　6日
　　　5，月13日

　　　5月24日
　　　5，月29目

　　　8，月25日

　　　8，月26日

　　　8．月27日

4年　1月31日
　　　3月19日
　　　3月23目

着任式、始業式、入学式（入学76名、15学級、497・名）

チャレンジマラソン開始

大谷幼稚園との交流

アラスカ大学より研修生（ハンターさん）来校

暖房機更新＆機械室アスベスト除去工事

教育実習生実習開始

共同募金会表彰

体育館床改修工事完了

第20回卒業証書授与式（87名）
2．3線校舎教室内掲示板クロス張り替え

　　　4月　6日　着任式、始業式、　（13学級、493名）

　　　　　　　　第6代校長　北川　隆　氏　着任

　　　4，月　7日　入学式（68名）

　　12．月　6日　開校20周年記念式典挙行

5年　3，月19日　第21回卒業証書授：壁式（112名）

　　　4月　6日
　　　9，月28日

6年　3月19日

着任式、始業式、入学式（入学78名、13学級、480名）
初任者研修生受け入れ

第22回卒業証書授与式（112名）

　　　4，月　6日　着任式、始業式、入学式（入学50名、

　　　　　　　　第7代校長　越野　崔　氏　着任

　　　8，月　3日　東広島市へ子ども大使派遣

　　　8月23日　東広島市から子ども大使来校

7年　3，月19日　第23回卒業証書授与式（77名）

12学級、423名）

　　　4月　6日

　　　7月20日
　　　9月目2日

　　　9月10日
　　　9，月20日

　　10，月12日

　　10月30日
　　12月　9日
8年　2月24日
　　　3．月19日

着任式、始業式、入学式（入学57名、12学級、387名）
第9回広小フェスティバル～21日
町主催「第2回花のまちコンクール」でエルフィン賞受賞

樹木の予定（1線校舎側・人材センター）

教材園ブロック補修作業（3線側）

体育館中幕カーテンレールの取り替え

校長室ストーブ設置

2線・3線の廊下非常ロドア修理

広島町青少年善行賞受賞（児童会）

第24回卒業証書授与式（69名）

4，月　6日　着任式、始業式、入学式（入学57名、12学級、372名）
　　　　　第8代校長　中村　啓司　氏　着任

7月23～24日　第10回広小フェスティバル
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　　　7月27日　黒板塗り替え（4の1、4の2、6の1、6の2、職員室）
　　　8．月5～8日　姉妹都市東広島市へ「子ども大使」派遣

　　　8．月13日　3線教材園に水道蛇口設置

　　　8月22日　市民憲章設置
　　　8．月28日　　1線夕陛塗装ネ甫イ彦

　　　9月　1日　市制施行により、　「北広島市」誕生・平和の灯点火式

　　　　　　　　　「どんとこいパレード」初参加、記念式典、平和の灯りレー

　　　9，月13日　バックネット補修（腰板取り替え、金網）

　　　9，月15日　NHK公開番組「ラジオ体操」生放送（広葉中会場）

　　10，月　3日　第3回「花のまち（花壇）コンクール」優秀賞受賞

　　10月15日　ステージ引き幕寄贈（PTA）
　　10，月21日　市制施行・卒業記念樹（果樹6本、桜8本）

　　11月14日　児童会旗新規更新（市名変更）

　　11，月15日　石狩管内視聴覚・放送研究大会＆北広島市視聴覚教育研究大会

　　12月26日　印刷機新規：更新

9年　3．月19日　第25回卒業証書授：与式（73名）

4月　7日　着任式、始業式、入学式（入学37名
5，月17日　学童クラブ工事開始

6，月　2日　学童クラブ開所

7月22～23日　第11回広小フェスティバル
　　　8，月28日
　　　10．月14日

　　　10，月18日

　　　12．月12日

10年　2，月12日
　　　　3，月19日

　　　　3月31日

、11学級、316名）

前庭に木製ベンチ設置

2線・3線校舎屋上防水工事

ステージー文字幕・袖幕寄贈（PTAより）

消火栓給水管工事

パソコン3台設置

第26回卒業証書授与式（59名）
教頭住宅前案内看板設置

4月　6日　着任式、始業式、入学式（入学52名、10学級、313名）
　　　　　第9代校長　松本　博樹　氏　着任

7月9～10日　第12回広小フェスティバル
　　　10月　8日
　　　10，月10日

　　　10，月16日

11年　3，月　4日

　　　　3月19日

遊具ペンキ塗り替え

普通教室黒板張り替え

ステージ脇幕・バック幕寄贈（PTA・広葉軒より）

全放送設備更新

第27回卒業証書授与式（68名）

4月　6日

　　　8月31日
　　　10．月30日

　　　11，月13日

　　　11，月15日

12年　3月！8日

着任式、始業式、入学式（入学50名、10学級、277名）
第10代校長　月田　健二　氏　着任

第13回広小フェスティバル
第6回「花のまちコンクール」でエルフィン賞受賞

市立図書館第20回読書祭りで6年生演劇発表（花ホール）

職員室前廊下掲示板新規作成

第28回卒業証書授与式（39名）

4，月　6日

8，月　3日

8．月　4日

8月23日
9，月29目

13年　3月18日

着任式、始業式、入学式（入学47名、11学級、300名）
生きがい対応型デイサービスセンター（おたっしゃ塾）開設

東広島市へ「子ども大使」派遣

東広島市「子ども大使」来校

平成12年度回教研学校課題研究発表会・広教研研究中心校発表会で、　「広葉の

丘ふれあい学習」を発表

第29回卒業証書授与式（53名）
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　　　　4月　6日
　　　　7，月19日

　　　　7月23日
　　　　8月19日
　　　　9月18日
　　　10．月11日

　　　10，月13日
　　　11，月　3日

　　　11．月10日

　　　11．月31日

　　　12月15日
14年　3月18日

着任式、始業式、入学式（入学37名、10学級、290名）
第1住区連合自治会より女子児童全員に『警報ベル』の寄贈

PTA・開校30周年記念事業実行委員会設立
3・4年生ふるさと祭り参加
交通安全市民大会で児童会長「安全宣言」

全国書写道教育研究会北海道大会6年2組授業公開（札幌市桑園小）

花のまちコンクール『優秀賞』受賞

北海道教育公務員弘済会研究論文・実践記録『準特選』受賞

6年生花ホール学校演劇上演会発表（エルリック・コスモスの239時間）

第15回広小フェスティバル
PTA第1回親父の出番会フェスティバル（もちつき）

第30回卒業証書授与式（60名）

　　　　4，月　5日

　　　　4月　9日

　　　　5月21日
　　　　8，月18日

　　　　9．月　6日

　　　11，月28日

　　　11．月30日
　　　12，月　3日

15年　2，月19日

　　　　3月18日

着任式、始業式、入学式（入学46名、10学級、275名）
北広島市立図書館ネットワーク事業「豆次郎」開始

「人権の花運動」贈呈式、開校30周年記念事業「植樹」

3～6年生40名「北広島ふるさと祭り」へ参加
花のまちコンクール「優良賞」受賞

第16回広小フェスティバル
開校30周年記念事業『祝う集い』、『祝賀会』開催

「人権の花運動」感謝式

「コンピュータルーム」完成

第31回卒業証書授与式（42名）

4，月　6日

　　　　8，月19日

　　　　9，月　5日

　　　10月　5日
　　　11，月　8日

　　　11．月　9日

　　　11月16日
　　　11．月24日

16年　3，月19日

着任式、始業式、入学式（入学46名、12学級、287名）
第11代校長　佐藤　信行　氏　着任
トイレー部洋式化工事完了

花のまちコンクール「優秀賞」受賞

シルバー人材センター前庭勢定作業

花ホール上演会出演（6年生参加）

「赤い羽根」ティーボール北の甲子園大会優勝（6年生）

インターホン設置

「人権を考える講演会」講師ピーターフランク　氏　体育館にて

第32回卒業証書授与式（55名）

4月　6日

　　　　4月23日
中　　　8，月27日

　　　　9，月23日

　　　11，月18日

　　　11，月26目

17年　2，月14日
　　　　2月15日
　　　　2月22日
　　　　3月10日
　　　　3，月19日

着任式、始業式、入学式（入学45名、13学級、275名）
特殊学級開設（どんぐり学級）知的障害1、情緒障害1

読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰受賞

花のまちコンクール「優良賞」受賞

家庭科室改修工事完成

図書室整備完了・データベース化コンピュータによる貸し出し開始

人権教育総合推進地域事業実践発表会（文部科学省指定）

非学教室整備工事完了（シャワー室・手洗い場・棚）

北広島市青少年模範活動奨励賞受賞

「北海道公立学校教育課程実践研究成果報告集」に全文掲載され教育局長賞受賞

6年生雪割り作業が「小さな親切運動」実行賞受賞

第33回卒業証書授：神式（55名）

4，月　6日　着任式、始業式、入学式（入学40名、12学級　275名）
　　　　　普通学級10　特殊学級2　（知的1、情緒1）

6月23日　北広島市交通安全大会　5年生安全宣言

8．月　6日　3～4年生40名「北広島ふるさと祭り」参加
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　　　　8，月30日

　　　10，月15日

18年　1月27日
　　　　3月　3日

3月18日
4月　6日

　　　　8月　3日

　　　　8月24日
　　　　8月29日
　　　　9月19日
　　　12月28日
19年　3月　2日
　　　　3月17日

花のまちコンクール「優良賞」受賞

職員室内灯油式暖房機新規設置

職員玄関電磁式錠設置

パソコン新規設置（職員室ノート6、デスクトップ3、校長室1、事務室1、サ

ーバー1、プリンタ2）

第34回卒業証書授与式（48名）

着任式、始業式、入学式（入学36名、11学級、257名）
第12代校長　吉田　孝志　氏　着任
東広島市「子ども大使」派遣

東広島市「子ども大使」来校

花のまちコンクール「優秀賞」受賞

校舎1線屋上防水補修工事（～24日）

除雪機配備（業務主事1人体制につき）

児童会ボランティア活動「小さな親切運動」実行賞受賞

第35回卒業証書授与式（41名）

　　　　4，月　6日

　　　　4月24日
　　　　8，月　5日

　　　　8月28日
　　　10，月23日

　　　11，月10日

　　　12，月18日

20年　1，月11日

　　　　1月29日
　　　　3，月19日

着任式、始業式、入学式（36名、12学級、257・名）
全国学力学習状況調査実施（6年）

3～4年生37名「北広島ふるさと祭り」YOS舐OIソーラン参加
花のまちコンクール「優秀賞」受賞

体育館暗幕取り替え

「赤い羽根」ティーボール北の甲子園大会5～6年児童参加

ふれあいルームADSL回線工事

視聴覚室暗幕取り替え

平成19年度市定例監査

第36回卒業証書授与式（46名）

　　　　4月　6目

　　　　4月22日
　　　　6，月10日

　　　　7，月　9日

　　　　7．月19日

　　　　8月

　　　　8，月26日

　　　　8，月27日

　　　11月26日
　　　12，月10日

　　　12月13日
21年　1月13日
　　　　1，月31日

　　　　　着任式、始業式、入学式（35名、12学級、244名）
　　　　　全国学力・学習状況調査実施（6年）

　　　　　環境教育「シャープ出前授業」

　　　　　　「子ども環境サミット2008」（6年3名、5年2名参加）
　　　　　　「第16回スーパードッヂボール選手権3・4年生大会」4年生児童21名参加
　　　5日～8日　東広島市「子ども大使」派遣

　　　　　花のまちコンクール表彰式「優秀賞」受賞

　　　　　東広島市「子ども大使」来校

　　　　　北海道日本軍ムファイターズ坪井智哉選手来校　児童と交流

　　　　　インターネット光回線導入

　　　　　　「第21回いちにのジャンプ大会（長縄跳び）」6年生児童36名参加
　　　　　　「北広島市図書館ネットワーク」パソコン設置（図書室・職員室）

　　　　　北海道文化放送主催「ロープ・ジャンプ・エクストラ大会（長縄跳び）」5年生

　　　　　児童13名参加
2月　1日　「北広島市ふれあい雪まつり　ドッヂボール＆綱引き大会」5年児童20名参加

3，月19日　第37回卒業証書授与式（44名）

　4．月　6日

　4，月15日

　4，月21日

　6月　5日
　7．月18日

　8，月　5日

　8，月　7日

　8月26日
11月　6日

着任式、始業式、入学式（41名、11学級、239名）
全国体力・運動能力、運動習慣等調査実施（～6月23日）

全国学力・学習状況調査実施（6年）

北海道埋蔵文化財センター出前講座（6年）

スーパードッヂボール選手権3・4年生大会　3・4年生児童36名参加

北広島ふるさと祭り　YOSAKOIソーラン　3・4年生児童19名参加
パソコン教室新規パソコン設置

花のまちコンクール「優秀賞」受賞

薬物乱用防止教室（6年）
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　　　　　11月11日
　　　　　11月22日
　　　　　12月27日
平成22年　1，月13日
　　　　　　2，月10日

　　　　　　2月27日
　　　　　　3月20日

新型インフルエンザによる学校閉鎖（～13日）

ティーボール北の甲子園大会　5・6年生児童14名参加
天井つり下げ型プロジェクタ　11教室設置

職員室26inch、視聴覚室50inch地デジ対応テレビ設置
職員室校務用パソコン6台設置

e黒板　11教室設置
第38回卒業証書授与式（45名）

4，月　6日

　　　　　　4月20目
　　　　　　7月　1日

　　　　　　7月17日
　　　　　　7月20日
　　　　　　8月19日
　　　　　10月　1日
　　　　　11月21日
　　　　　12，月11日

平成23年　2，月　1日

　　　　　　2月　8日

　　　　　　2月17日
　　　　　　3．月19日

着任式、始業式、入学式（46名、11学級、237名）
第13代校長　畠山　昌平　氏　着任
全国学力・学習状況調査（6年）

体育館改修工事開始（完了9月30日）

スーパードッヂボール選手権大会参加　3・4年児童41名参加

人権教室（1年・2年）

花のまちコンクール「優秀賞」受賞

石狩管内学校課題研究発表会・北広島市教育研究会研究中心校発表会　本校開催

ティーボール北の甲子園大会参加　5・6年児童19名参加

「第23回目ちにのジャンプ大会（長縄跳び）」　5・6年生児童36名参加
薬物乱用防止教室（6年）

租税教室（6年）

石狩管内教育実践奨励表彰

第39回卒業証書授与式（43名）

　4月　6日
　4，月28日

　5月17日
　6月　4日

　6月21日
　6月27日
　6，月30日

　7月14日
　7月16日
　7月22日
　8月18日
　8月19日
　9，月　2日

　9月　3日
　9．月　8日

　9．月14日

　9月15日
　9月22日
10月29日
11，月16日

　　　26日
12，月17日

　　　22日

　1月16日
　3月　2日

　　　18日
　　　26日

　　　31日

着任式、始業式、入学式（45・名、11学級、238名）

1年生を迎える会

遠足

閉校記念大運動会

閉校記念集合写真撮影

閉校記念航空写真撮影

修学旅行　～7月1日
宿泊学習　～7，月15日

スーパードッヂボール選手権大会　参加　3

1学期終業式　夏期休業～8，月17日

2学期始業式

花のまちコンクール「優秀賞」受賞

3年ブイールドワーク

PTAフェア（中止）
1年フィールドワーク

2年目ィールドワーク

4年フィールドワーク

広小フェスティバル

閉校記念学芸発表会

市内音楽の集い（4年）

広葉小学校閉校記念式典（思い出の集い）

市内4校合同閉校式
2学期終業式　　冬季休業～1，月15日

3学期始業式

6年生を送る会’

第40回卒業証書授与式
修了式・離任式

広葉小学校閉校

・4年児童44名参加
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広葉小の子ζも達233人に聞きました

Q1　今．はまっていることは何？

・サッカー

・カードゲーム

・野球

・DS

・ピアノ

・おにごっこ

・ぬいぐるみであそぶ

・うんてい

　　笛　　，
角

　　　o、

　　ち

・バスケット

・読書

・テレビゲーム

・マンガ

・ダンス

・CDを聴く

・プラモデル

・ドッジボール

・サッカー

・おにごっこ

唾垂〕　・野球

　　　　　　・サッカー

　　　　　　・ゲーム

　　　　　　・読書

　　　　　　・パソコン

・マスコット作り

・ドッジボール

・音楽を聴く

・絵を描く

・マンガ

Q2　好きな遊びベスト3
●

　　　　　　　

　　OoO

1位　おにごっこ

2位　てつぼう

3位　ドッジボール

1位　ゲーム

2位　ドッジボール

3位　外遊び

1位　野球・ゲーム

2位　おにごっこ

3位　ドッジボール

その他には…

　友達と外で遊ぶ　　　竹馬　　　水遊び　　自転車　　なわとび

　だるまさんがころんだ　　一輪車　　サッカー　　木登り

マジカルバナナ
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Q3　好きなテレビ番組は？

・ワンピース

・志村どうぶつ園

・ゴーカイジャー

・ナルト

・ドラえもん

・プリキュア

。・㊦3。。・壷輪・④6

・ボケモン　　　　・はなかっぱ

・たまごつち　　　・ピラメキーノ

・ファイターズの試合

・名探偵コナン　　・ボケモン　　・アタック25　　・ピラメキーノ

・クレヨンしんちゃん　　・とびだせ科学くん　　　・ニュース

・野球中継　　・世界の果てまでイッテQ　　　・嵐の番組

・ネプリーグ　　・ガッチリアカデミー　　　・ペケポン

・ワンピース　　・トリコ　　　・ドラマ

・サザエさん　　・ちびまる子ちゃん　・ドラえもん　　・トリコ

・はねるのトビら　　　・逃走中　　　・めぢゃイケ

・黄金伝説　　　・ネプリーグ　　　・ハモネプ

・イナズマイレブンGO　　　・世界まる見え　　　・笑ってこらえて

・シルシルミシルサンデー　　　・サッカー中継

・大改造ビフォーアフター　　・野球中継　　　・志村どうぶつ園

・嵐の番組　　・音楽番組（Mステなど）　　・大日本アカソけいさつ

・ドラマ　　　・鉄腕ダッシュ　　・世界の果てまでイッテQ

Q4　好きな音楽は？
δ旧り喰dむ…過

・レインボー

・でんでんむし

・ララういえるかな

・モンスター

・マルマルモリモリ

・千の風にのって

・いつだつて

・世界に一つだけの花

・フライングデット

・ボケモンいえるかな

・ヘビーローテーション

・メヌエット

・千の風になって

・小さな世界

・ドレミノキャンディー

・なかま

・ヘビーローテーション

・手のひらを太陽に

・サンダーバード

・ボケモンいえるかな

・HappineSS（嵐）

・トトロ

・ベストウィッシュ

・仮面ライダー

・アイアイ

・さんぽ

・100％勇気

・ありがとう　　　　・まけないで

・ブルーバード　　　・クラシック

・ベストウィッシュ　・マルマルモリモリ

・キセキ　　　　　　・アポロ

・ジェットコースターラプ　　・宝島

・大きなのっぽの古時計　　　・ボレロ

・ドラゴンボール
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曳・・．φ握．．

・やさしさいっぱい

・ボケモンいえるかな

・フライングデット

・Oh！　　　　　・Hello

・世界に一つだけの花

・エリーゼのために

・マルマルモリモリ

・クラシック

やる気いっぱい

　　・つぼみ

　　・キセキ

　　・まだ見ぬ世界へ

　　・ありがとう

　　・君をのせて

　　・グリーン

　　・Kポップ

・ドラえもんの歌

・ジニー・ジー

・GEE

・会いたかった

・あと一つ

・魂のルフラン

・天までとどけ

・AKB48の曲

Q5　39年後に今の広葉小学校が建っている場所につくってほしいものは？

0大きなお店・スーパー　　　0図書館

0バッティングセンター　　　0遊園地

0すごく、すごく、広い大きな公園

0きれいなお家がたくさん　　　0消防署　　0空き地

3んなふうになつτ

いたらいいなあ。

0プールや遊び場があって生き物がいっぱいいるところ

0野球場

　0動物園

　0図書館

0森 0動物園

0大きいプール

0焼肉店

0アスレチックのある公園

0体育館　　　0高校か大学

0広葉小の建物を利用して博物館

0広い公園　　　0スーパー

0遊園地　　　　0空き地

　　0ゲームセンター

0病院　　0科学館

0プラネタリウム　　0新しい学校

　　　　0美術館

0ふれあい広場

　　0ホテル

　　　　　0避難所

　0大きな病院　　0体育館　　0大きな森

　0プール　　0北広島ドーム　　0デパート

　0図書館　　0野球場　　0遊i園地　　0動物園

　0銭湯　　0花や虫がたくさんいる場所　　0畑

広葉小に通って：いた人力置

自由に遊べるようになっ

たらいいなあ。

0老人ホーム

六将きな小学校だから、

校舎1さ管の春春のOっτ

倦しいなあ。

0地域の人や市内の人がふれあったり楽しんだりする施設

0お年寄りが安心して暮らせる老人ホーム
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1．広葉小学校の教育目標

（1）学校の教育目標

自ら学び　心豊かに　たくましく

（2）教育目標のねらい

自ら学び

心豊かに

たくましく

〆’“ w校の中心課題である知育を表し、自己教育力の育成をね　、

　　らいとしている。自ら学ぶ意欲を引き出し、個性を生かし

　た学び方を身に付けさせ、生涯に渡って学び続けるための

・　基礎的・基本的な学力の定着や向上を目指す。　　　　　　．

！徳育を表し、生命を大切にし人権を尊重する豊かな心の育　㌧

　成をねらいとしている。挨拶や言葉遣いを正し、善悪の判

　断をもち、自律ある行動ができる子どもを育成する。

　そのために、学校・家庭・地域との一層の連携を目指す。　！

／体育・三星を表し、健康でたくましい、心身ともに健全な　、

　　「広葉小の子」の育成をねらいとしている。体力づくりに

　止まらず、社会の変化に対応してたくましく生きる、生活

、　力全般の育成を目指す。

（徳育）

《豊かな人間性の育成》

□

□

□

□

一

＼自ら学び

（知 育）

《自己教育力の育成》

□ 基礎的 ・基本的な学力

□ 活用力 ・課題解決力 璽 自己評価力

□ コミュニケーション能力

□ 意欲と学び方の学習

天
ともに生きるカ

／
　ゴ＼

（自立と共生） 　　　－@　　／@　／@　〆@ゴ／

たくましく

i体育・食育）
、　　　　「 ’　　　　　／トーく

@　　r
性の育成》

G生活習慣

　《健康でたくましい心身の育成》`□安心・安全・健全

百・ 善悪の判断力 1□ やりぬく強い意志と体

青と他者理解 ＼　／ r□耐える心と態度

キ生・人権・進路
＼　／＼／

□ 自己管理能力
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2．広葉小学校のめざす子ども像

やさしさいっぱい やる気いっぱい

◇

◇

◇

「ようし、やるぞ1」と意欲や活力を持って追究する子

誰に対してもやさしい思いやりが表せる子

あきらめないで最後までやり抜く意志の強い子

⇔　自ら学び

⇔　心豊かに（共生）

⇔　たくましく

3．本校の教育目標具現化のために

4．平成23年度の学校経営にあたって 《子どもたちは　私たちの未来》

（1）学校教育の基本的な役割とは

　学校教育の役割は、子どもたち一人ひと

りに「確かな学力」を身につけさせ、「豊か

な心」を育み、「健やかな心身」を育成する

ことである。また同時に、子ども一人ひと

りの能力を伸ばし、社会の一員として必要

な資質を育てることである。

　その実現のため、私たち教育に携わる者

は、使命感と情熱、そして専門性をもって

日々の教育活動に当たることが必要である。

子どものぞぱにいてあげてください

そして、抱き寄せてください

そんな学級をつくってください

どんなとき、子どもに寄り添ったらいいか

どんなとき、手を差し伸べたらいいか

どんなとき、叱ったらいいか

どんなとき、諭したらいいか

どんなとき、見守ったらいいか

それを考えてください

学級のみんなが役割を果たし、

　ひとりひとりを大切にする

　　　そんな学級をつくってください

（2）学習指導要領の完全実施にあたって

　　2年間の移行期間を経て、23年度より小学校では学習指導要領が完全実施される。「生

　きる力jの育成という基本的な理念は引き継ぎながら、「習得と活用」をキーワードに、工

　夫された教育課程の実施・充実を通して、①基礎的・基本的な知識および技能を確実に習

　得、②それらを活用して課題を解決するための思考力、判断力、表現力その他の能力を育

　成、③主体的に学習に取り組む態度を養い、④個性を生かす教育の充実に努めなければな

　らない。

（3）北広島市学校教育改善プランー学校・家庭・地域への「五つの提言」を受けて

　　北広島市は、4年間にわたる学力・学習状況調査や体力・運動能力、運動習慣等調査の

　結果から、北広島市学校改善プラン　学校・家庭・地域への「五つの提言」を発表した。

　　この中で明らかにされた「学力」と学習・生活習慣との相関関係や、克服しなければな

　らない課題は本校の課題でもあり、特に生活習慣の改善などについては家庭や地域と連携

　した取り組みの充実が求められている。

　　「五つの提言」

　①学校は教科指導を通して…もっと子どもたちに教科の持つ魅力を伝える努力をしましよう！

　②　学校は全教育活動を通じて…もっと子どもたちに丁寧にノートの使い方を教えていきましょう！

　③　学校・家庭の連携の中で…もっと子どもたちに家庭学習を定着・充実させていきましょう！

　④　学校・家庭・地域の連携で…もっと子どもたちを読書に向かわせましょう！

　⑤学校・家庭・地域の連携で…もっと子どもたちの悪しき生活習慣を改善させていきましょう！
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（4）広葉小から双葉小へ（継承と発展）

　39年余りの歴史を綴ってきた広葉小学校の閉校まで1年となった。今まで培ってきた学

校の歴史を大切にし、広葉小の子としての誇りを持てるようにすると共に、新しい出会いや

新設双葉小への期待と意欲を持たせることが大切である。

　広葉小の最後め1年にふさわしい子どもたちの「記憶と心に残る」ものとなるよう、教職

員の総意と創意を基に、子どもたち自身の主体的な活動を中心にしながら、保護者・地域へ

の発信や協力も得て、記念行事や事業に取り組んでいきたいと考える。

　また、学校統合に向け、「継承と発展」を基本に、全職員の協働体制のもと、若葉小とも連

携して、諸準備に精力的に取り組む。

5．学校経営方針

1．信頼と調和のある学校づくりの推進

　　　⇔　「信頼と調和」「協働と実践力」

2．個性に応じて子どもの豊かな自己実現を図る教育の推進

　　　⇔　「生きる力」「自己実現」

3．基礎・基本や学び方を重視し、自ら学び自ら考える力を育む教育の推進（重点1）

　　　⇔　「確かな学力」「自己教育力」

4．豊かな心と健やかな体を培い、社会性を育む教育の推進

　　　⇔　「豊かな心」「健やかな体」

（重点2）

5．「共生」の心を基調にした人間としての教養を育む教育の推進

　　　⇔　「自立と共生」「ともに生きる心と力」

6．家庭や地域と連携して互恵の心や行動を育む教育の推進

　　　⇔　「開かれた学校」「特色ある学校」

（重点3）

6．本年度の重点

　重点1　基礎・基本や学び方を重視し、自ら学び自ら考える力を育む教育の推進

　　　　　⇔「確かな学力」「自己教育力」

　　□　獲得した知識や技能を活用し表現するカを育む学習指導の工夫（言語活動の工夫）

　　□　算数科におけるTT指導とグループ別学習の充実

重点2　豊かな心と健やかな体を培い、社会性を育む教育の推進

　　　　⇔「豊かな心」「健やかな体」

　□　体験活動や教材を工夫した、心に響く道徳の積極的取り組みを進める

　□　生活アンケート等を生かした計画的・組織的な相談体制の充実を図る

重点3　家庭や地域と連携して互恵の心や行動を育む教育の推進

　　　　⇔「開かれた学校」「特色ある学校」

　□　広葉小の歴史と伝統を大切にし、子どもたちの心に残る閉校記念事業に取り組む

　□　積極的な情報発信、啓発を通して生活習慣の改善、食育、情報教育などに取り組む

一61



7．広葉小学校の運営組織

学　　年　　部　　会

事務局
��@会

PTA

学活委員会
職員会議

事業委員会

広報委員会
企画部

教務係

､究係

校　長 教頭

生活部
指導係

ﾂ境係

校務部会

業務主事

事務補助員

介助員 支援員

給食配膳員

運営委員会

児童部
活動係

s事係

事務部 事務経理係

教育課程委員会

「あゆみ」検討委員会

特別委員会

学校評価委員会

1（広教研）特別委員会
@教育課程委員会
@研究調査委員会
@生徒指導委員会

g（広教研）学校研究責任者会議

hH（広教研）事業委員会
@教育機器活用研究連盟
@文化事業委員会
@・音楽の集い
@・移動絵画展
@・文集「北広島の子」
@・創意（発明）工夫展
@・書写展
@交流事業委員会
@・体育交流会（理事）
@・子ども大使

hV（広教研）教育研修関係
@社会科副読本編集委員会
@福祉読本編集委員会

就学指導・子ども支援委員会

広教研

生徒指導委員会

ホームページ作成委員会

「一一一曽一　　一一一一一一一一一一一F一一一一F｝喩需謄F，一一一一■曹一璽1
猿qどもと親の相談員　　iL一一一．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一．．一一一一一一一一一」

P一薪；τ遍…一幽一一一一一一一「一一－一一　　　一　一一一一一一一一一“門一辱一，一一一一一圃一一一一一一一一一冒

関係団体

1いじめ・不登校対策

｡特別支援教育コーディネー
^ー

［蝶鐘互至1至lllllllll⊃
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8．職員構成

職　　名 氏　　　名 学　級 校務分掌 PTA 諸　　団　　体 教科担当 校歴

1 校　　長 畠　山　昌　平 2

2 教　　頭 杉　本　　　功 事務局 3．5

3 教　　諭 渡　辺　健　一 担任外TT 企　画 事務局 教育羅委員会・研究謹委員会 算数 3

4 〃 後　藤　真　弓 担任外TT 企　画 広報○ 郷土酬教寸寸委員会 体育 2

5 〃 三　浦　恵　子 担任外寸 生　活 寸寸○ 生徒指導委・いじめ不登校・コーディネーター・育成 図工 6

6 〃 原　口　真　志 1年1組 生　活 広報 福祉読本編集委員会 理科 4

7 〃 佐　藤　志　穂 1年2組 生　活 学活 生活 5

8 〃 宮　下　美　春 2年1組 児　童 事業○ 文化事業委員会（諮展・創意工夫展） 家庭 4

9 〃 桐　　　雄　輔 2年2組 児　童 学活 文化事業委（移動絵画展）・社会科副読本編集委員会 体育 1

10 〃 神　原　由美子 3年1組 企　画 亡霊 学校研究責任者会議 音楽 1

11 〃 酒　井　寛　史 3年2組 生　活 事業 教育機器活用委員会 理科 2

12 〃 五十嵐　　　徹 4年1組 児　童 学士 文化事業委員会（辣の集い） 体育 6

13 〃 田　中　紀　恵 5年1組 児　童 寸言 交流事業委亡霊交流・こども大使） 社会 2

14 〃 佐　藤　崇　徳 6年1組 企　画 学力0 国語 6

15 〃 小　西　淳　子 どんぐり1組 企　画 広報○ 特別支援教育コーディネーター 算数 3

16 〃 疋　田　美　穂 どんぐり2組 児　童 事業 文化事業委員会（醇・蝶・音楽の集1、） 国語 2

17 養護教諭 祐　川　良　子 生　活 事業○ 保健 4

18 事務職員 上　村　哲　巳 事　務 会　計 共通 5

19 支援員 笹　尾　美　幸 1

20 介助員 阿　部　早　弓 3

21 業務主事 草　野　瑞　生 1

22 事務補 水　口　裕紀子 1

23 相談員 今　野　章　子 ！

24 給食配膳 工　藤　真由美 5

25 〃 一　杉　良　子 4．2

26 〃 鈴　木　　　綾 4
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9．教室配置図

　《1線校舎1階》

搬配駐 1

物置

学童クラブ いきがいデイサービスセンター 男・女

vC 物置 児童玄関

1
電気室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

s2線校舎1階》 灘室

韻玄関

?蜃@

WR
物置

3年2組 3年1組 視聴覚室 男・女

vC
男・女

CWC 物置

雛公握 図工室

《3線校舎1階》

音継 家庭科室

緖ｺ

纈室 6年1組 5年1組 児童会室 4年1組 WR 第3会議室 男・女

vC
機械室 ステ1ジ

一体育館一

攣
一

《1線校舎2階》

図書室

2年2組 2年1組 1年2組 1年1組 男・女

vC
教材室

ふれあい

《2線校舎2階》

理科室
校長室

どんぐり学級

Q組

どんぐり学級

P組
保健室 コンピュータ室 男・女

vC
放送室 職員室
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広葉小学校　歴代校長

「一一一幽…’｝T－

初代常田昭拓
　S47．11～S49．3

5代長谷川　　　功

　S61．4～H4．3

9代松本博樹
　H10．4～H11．3

「　

2代石山美治
　S49．4～S53．3

！　 r．’二

ﾚ’

層、

6イざ　　訓ヒ　　カi　　　　　隆

　H4．4～H6．3

♂　「「、

一哩’唄
‘　　，

10代，月田健二
　H11，4～H15．3

　〆竺
1㌔舞一

　　ユ1・
く　　ズ

3代伊藤　忠
　S53．4～S57．3

7代越野　崔
　H6．4～H8．3

麺

11代　佐　藤　信　行

　H15．4～H18．3

　マ　ぼ　…1　・で，

4代蛯名綾雄
　S57．4～S61．3

8代中村啓司
　H8．4～H10．3

12代吉田孝志
　H18．4～H22．3
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平成23年度PTA活動の概要

①会員相互の理解と協力により、学校・家庭・地域社会における子ども達の幸福な成長を図

　ることを目的とし、会員としての自覚を高め、互いに学び自主的、創造的な活動を進めま
　す。

②学校との連携を密にし、保護者と教師が互いに尊敬と信頼にたち、諸活動を進めるように
　努めます。

③子ども達の良き保護者・教師となるよう研修活動を進めます。

④子ども達の健全な発達を願い、学校内外の教育環境のi整備に努めるとともに、関係機関に

　働きかけていきます。

⑤各関係機関・団体との連携を図り、子どもを守る活動を進めていきます。

⑥学校統合に伴う広葉小学校PTAの解散と新設双葉小学校PTAの設立準備、学校の閉校
　記念事業への協力を計画的に進めていきます。

【事　務　局】

①一人ひとりの考えが反映され、会員が主体的に参加する活動を進めます。

②各委員会、フェアスタッフ会、親父の出番会との連携を図り、各種活動がスムーズになさ

　れるよう調整に努めます。

③地域・関係機関・諸団体との連携を密にし、活動を活発にするとともに健全な教育環境の

　整備に努めます。

④活動が円滑に行われるよう予算の有効な執行に努めます。

②学校統合に伴うPTA活動に係る業務を計画的に推進するために連絡・調整に努めます。

【学活委員会】

①会員相互の融和を図り、創意工夫して学年・学級行事を円滑に進めます。

【事業委員会】

①会員の資質の向上を図るための研修活動を進めるとともに、子どもたちの学習環境の整備

　や美化に努めます。

【広報委員会】

①会員に親しまれ、読まれる広報紙「ひろば」の編集をめざすとともに各委員会、研修会の

　活動の環流に努めます。

【フェアスタッフ会】

①児童・保護者・教職員との親睦、地域との交流を図る『PTAフェア』の開催へ向けて準
　備等に努めます。

【親父の出番会】

①会員相互の交流、子ども達へ体験活動等を父親有志によって推進します。
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広葉小学校の思い出

佐　藤　信　行

　広葉小学校には、定年退職となる教員生活最後の3年間を勤務させていただきました。

　私は、昭和43年に新採用教員として石狩管内に赴任しました。間もなく新設された広葉小学校は、

当時の石狩管内の教員が勤務したい学校の代表格でした。授業づくりや学級経営の充実を目指して熱

心な教育研究が推進され、よく飲み、よく語らい、よく遊ぶ猛者集団ともいうべき教員が集まってい

る学校として名を馳せていたからです。

　一度は勤務したいと願っていた広葉小学校に、石狩教育局や白崎教育長のご配慮で教員生活の最後

を飾る赴任がようやく実現できました。生きる力を体現する子どもたち、専門的な力量をもつ教職員、

眼差し温かな保護者や地域、開発団地でありながらの豊かな緑・・と様々な交流やふれあいができまし

た。心残りのない教員生活を終えることができましたのは、ひとえに広葉小学校とその関係者のみな

さまのお陰です。有難うございました。

r閉校によせて』

石狩市立生玉小学校　高　山　隆　二

　この度、広葉小学校が来年の春に閉校して若葉小と統合し、新しい学校としてスタートするときき

ました。在職した期間は短いとはいえ、子どもたちと地域や保護者のみなさんと当時の職員と共に教

育活動にかかわった一人として「広葉小学校」の名前が無くなると思うと、寂しさもまたひとしおと

いう感じがします。

　私は平成17年4月から平成20年10月までの3年半、教頭として勤めました。学校の窓口とし

て、地域やPTAなど保護者の方と接する機会が多く、たくさんの方々に支えて頂きました。学校行事

はもとより、PTAの行事でのたくさんのふれあいの中で、地域や保護者の方々の連携やつながりがあ

ってこそ、学校が成り立つことを実感することができました。特に、毎年秋に開催したPTAフェアは

PTAの役員や委員のみなさんのみならず、たくさんのボランティアの方々やお父さんにお手伝いいた

だいた事は忘れられません。

　4月からは、これまで培ってきた広葉小のつながり合い支え合う伝統を、新しい学校の中で受け継

ぎ、脈々と生き続けることを信じております。
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広葉小学校の閉校に寄せて

　　　　　　　　　　　　恵庭市立和光小学校　野　原　多賀子

　斜面の廊下に階段状の校舎。ロータリーの美しい花々の大きな花壇、その中心にどんと逞しく根を

張るイチイの木。広葉小学校が、40年の歴史に終止符を打つ寂しさと感謝の気持ちで胸が熱くなり

ます。

　私は、平成15年から7年間、広葉小学校でお世話になりました。担任を持つことはありませんで

したが、算数のTTやPTA活動で子ども達に関わらせていただきました。素直で優しくどんなこと

も前向きに取り組む子どもばかりでした。また、熱心で協力的な保護者の方々と出会い、たくさんの

カをいただきました。PTA行事では、子どもたちの笑顔を見たくて、役員の方はもちろん、親父の出

番会や各スタッフの力をお借りし、PTAフェアやもちつきなどの楽しい企画を一緒に作り上げまし

た。みんな汗だくでしたが、心地よいものでした。まさに、一人ひとりの力の結集を感じたPTA活

動でした。ご協力に今でも感謝しております。

　若葉小学校との統合で、4月から双葉小学校が開校しますが、両校の良き伝統を引き継ぎつつ、子ど

もたちが生き生きと学ぶことのできる新しい学校の誕生を楽しみにしております。

　ありがとう広i葉小学校。

　『ありがとう広葉小学校』どれだけ多くの子どもや教職員、保護者、地域の方々が見守っているこ

とでしょう。

どんぐり学級との6年間

　　　　　　　　　　　石狩市立紅蓮小学校　今　野　英　里

　広葉小学校に赴任したのは平成16年度、学校を取り囲む緑と広大な公園に恵まれた環境に、すぐ

に心ひかれたことを思い出します。ただ、いつもの異動と違う緊張感があったのは、新設学級「どん

ぐり」の担任だからでした。

　「開設と言っても教室には何もありませんが…」と申し訳なさそうな連絡を受け、これからの生活

への期待とともに、子どもたちや教職員の協力を得るために何をどのように伝え、子どもたちの生活

環境をどう整えていくのか、不安もいっぱいありました。

　「教室にカーペットをひきたいのですが…」　「家にあるのを持ってきてあげる！」　「学級の理解に

ために、どの学年とも交流をしたいのですが…」　「何時間位？入れましょう！」協力的な先生方に囲

まれ、どんぐり学級で休み時間を過ごすたくさんの笑顔に出会い、最初の不安はすぐに吹き飛びまし

た。

　交流の子ども、児童会の子ども、先生方…と様々な協力を得ながらの学芸会発表もかけがえのない

思い出ですが、連帯感とパワーあふれる先生方と過ごした日々、「やさしさいっぱいやる気いっぱい」

の子どもたちの笑顔に包まれた6年間は大切な宝物です。

　広葉小学校で培われた精神を双葉小でも大いに発揮し、皆様の力で新たな歴史を刻んでいくことを

心から期待しています。
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“やさしさいっぱい　やる気いっぱい”のこころをひろげよう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千歳市立信濃小学校林 克　哉

　いよいよ閉校なんですね…

　広葉小学校といえば、なんといっても『やさしさいっぱい　やる気いっぱい』の子どもたちが真っ先

に思い出されます。先生が通った7年間でも、そんな子どもたちの姿をたくさん見ることができました。

　小学校生活最後で最高のステージ、卒業式。6年間の感謝の気持ちが込められたひと言。『やさしさ

いっぱい　やる気いっぱい』の集大成でした。心を1っにする素晴らしさを学んだ運動会と学芸会。組

体操の技を作り上げるその集中力と劇を創り上げるその表現力にいつも感動していました。縦割り班で

協力して作り上げた広小フェスティバル。6年忌のリーダーシップと優しさでいつも楽しい縦割り班活

動でした。他にも、スコップ片手に汗をふきふきがんばった雪割りボランティア、委員会や実行委員会

で頑張る高学年の姿など、まだまだたくさんあります。

　広葉小学校がなくなっても、『やさしさいっぱい　やる気いっぱい』のテーマがなくなっても、その

思いは、ずっとみんなの心の中に生き続けてほしいと思っています。

　“すてきなこころ、だいじなこころ、わすれない。どんなことものりこえ、やさしさいっぱいの、や

る気いっぱいのこころひろげよう！”

「私を育ててくれた広葉小学校」

　　　　　　　　　　　　　千歳市立北陽小学校　鹿　島　美穂子

　平成15年4，月、私は広葉小学校に初任者として赴任しました。初めて受け持ったのは2年生。教師

という仕事の右も左もわからず、毎日毎日たくさんの失敗を繰り返しながら四苦八苦しました。広葉小

学校には、3年間の産休・育休の期間を合わせると7年間在籍しました。広葉小学校の子どもたちは明

るく素直で、様々なことにいつもやる気いっぱいに取り組んでいました。先生方はとても熱心で、校内

研究や行事などはいつも一体感がありました。そんな中で教師としてのスタートを切った私にとって、

すべてが貴重な学びであり、とても思い出深いものでした。私の教師としての原点はそこにあり、これ

から先も迷ったときには立ち返るのだろうと思います。私を育ててくれた広葉小学校に深く感謝をして

います。閉校は残念ではありますが、広葉小のやさしさいっぱいやる気いっぱい精神を忘れず、「双葉

小」として、より一層子どもたちが活躍してくれることを願っています。
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　この閉校記念誌を作成するために、開校以来の写真を整理し、文書をたどり、関係する

方々に聞き、広葉小学校の歴史の糸を紐解いてきました。そういった活動を通じて、開校

から続く子どもたちの生き生きとした姿、教育熱心な保護者の皆様の心意気、地域の学校

を愛する心、そして教職員の情熱を感じ取ることができました。また、過去を振り返るととも

に、現在をみつめ、未来を生きる子どもたちのことに思いを馳せることにもなりました。広葉

小学校の子どもたちが、これからの時代をたくましく生きることを切に願ってやみません。

編集を終え、皆様にご満足のいく記念誌になったかどうか自信はありませんが、ご覧いた

だき、広葉小学校のこれまでに触れ、少しでも懐かしさとこれからの希望を感じていただけ

れば幸いです。

最後に、本記念誌の発刊にあたり、紙幅の関係で多くの方にご寄稿いただけなかったこ

とをお詫びしますとともに、お忙しい中、ご寄稿いただいた皆様、さまざまな面でご協力をい

ただきました皆様に感謝申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北広島市立広葉小学校教頭杉本功
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開羅吾聴罪一マ

「覗恭輩謬職葉煕

このテーマは児童会で話し合い「運動会」「学芸会」など各行事に掲示しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℃
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　　　平成24年3月31日をもって
　北広島市立広葉小学校は閉校となります

ありがとう　そして　ざようなら　広葉小学校

　　　　　　　　　一80一




