
双葉小 教育目標

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日 統合準備会統合準備会統合準備会統合準備会

北広島市立若葉小学校校長北広島市立若葉小学校校長北広島市立若葉小学校校長北広島市立若葉小学校校長 小島雅人小島雅人小島雅人小島雅人

北広島市立広葉小学校校長北広島市立広葉小学校校長北広島市立広葉小学校校長北広島市立広葉小学校校長 畠山昌平畠山昌平畠山昌平畠山昌平

広葉小学校の特色ある教育活動 若葉小学校の特色ある教育活動

学校教育目標制定学校教育目標制定学校教育目標制定学校教育目標制定のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

（（（（１１１１））））北海道北海道北海道北海道のののの教育教育教育教育、、、、石狩管内石狩管内石狩管内石狩管内のののの教育教育教育教育そしてそしてそしてそして、、、、

北広島北広島北広島北広島のののの教育教育教育教育をををを踏踏踏踏まえたものであることまえたものであることまえたものであることまえたものであること

（（（（２２２２））））学校学校学校学校、、、、保護者保護者保護者保護者、、、、地域地域地域地域がががが子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健健健健やかやかやかやか

なななな成長成長成長成長をををを共有共有共有共有できることできることできることできること

（（（（３３３３））））児童児童児童児童にもにもにもにも、、、、イメージイメージイメージイメージできるものであることできるものであることできるものであることできるものであること

（（（（４４４４））））小中小中小中小中のののの連携連携連携連携、、、、接続接続接続接続をををを考考考考えることえることえることえること

（（（（５５５５））））若葉若葉若葉若葉、、、、広葉広葉広葉広葉のののの実情実情実情実情をををを踏踏踏踏まえていることまえていることまえていることまえていること

教育基本法教育基本法教育基本法教育基本法 そのそのそのその１１１１

第１章 第１条 教育の目的

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要

な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行なわなければならない。

第１章 第２条 教育の目標

教育は、その目的を実現するために、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成

するように行なわれるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を養

うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自立の精神を

養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基

づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛するとともに他国

を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。



教育基本法教育基本法教育基本法教育基本法 そのそのそのその２２２２

第２章 第６条 学校教育

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及

び法律に定める法人のみが、これを設置できる。

２ 前項前項前項前項のののの学校学校学校学校においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、教育教育教育教育のののの目標目標目標目標がががが達成達成達成達成されるようされるようされるようされるよう、、、、教育教育教育教育をををを受受受受けるけるけるける者者者者

のののの心身心身心身心身のののの発達発達発達発達にににに応応応応じてじてじてじて体系的体系的体系的体系的なななな教育教育教育教育がががが組織的組織的組織的組織的にににに行行行行なわなければならないなわなければならないなわなければならないなわなければならない。。。。

このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、教育教育教育教育をををを受受受受けるけるけるける者者者者がががが、、、、学校生活学校生活学校生活学校生活をををを営営営営むむむむ上上上上でででで必要必要必要必要なななな規律規律規律規律をををを

重重重重んずるとともにんずるとともにんずるとともにんずるとともに、、、、自自自自らららら進進進進んでんでんでんで学習学習学習学習にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ意欲意欲意欲意欲をををを高高高高めることをめることをめることをめることを重視重視重視重視しししし

てててて行行行行なわなければならないなわなければならないなわなければならないなわなければならない。。。。

第２章 第１３条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力

学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と

責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

北海道北海道北海道北海道のののの教育教育教育教育

自立自立自立自立自立自立自立自立

共生共生共生共生共生共生共生共生

自然豊かな大地で、自立の精神にあふれ、夢や希望自然豊かな大地で、自立の精神にあふれ、夢や希望

の実現に挑戦し、これからの社会をになう人を育むの実現に挑戦し、これからの社会をになう人を育む

心豊かに、ともに支えあい、心豊かに、ともに支えあい、

ふるさとに誇りを持つ人を育むふるさとに誇りを持つ人を育む

基本理念基本理念基本理念基本理念のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて

○○○○ 社会社会社会社会でででで活活活活きるきるきるきる実践的実践的実践的実践的なななな力力力力をををを育成育成育成育成しますしますしますします

○○○○ 豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とととと健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体をををを育成育成育成育成しますしますしますします
○○○○ 信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる学校学校学校学校づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進しますしますしますします
○○○○ 地域全体地域全体地域全体地域全体でででで子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを守守守守りりりり育育育育てるてるてるてる体制体制体制体制づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進しますしますしますします

○○○○ 北海道北海道北海道北海道らしいらしいらしいらしい生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会生涯学習社会のののの実現実現実現実現をめざしますをめざしますをめざしますをめざします

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度 石狩管内教育推進石狩管内教育推進石狩管内教育推進石狩管内教育推進テーマテーマテーマテーマ

Ⅰ自分の良さを主体的に発揮する子どもの育成

Ⅱ自主性・自立性を高め、創意を生かした学校づくりの推進

Ⅲ学校内外を通じた子どもの生活の充実を図る地域づくりの推進

北広島市北広島市北広島市北広島市のののの学校教育学校教育学校教育学校教育

〈北広島市のめざす子ども像〉

心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに 大志大志大志大志をいだきをいだきをいだきをいだき たくましくたくましくたくましくたくましく生生生生きるきるきるきる子子子子どものどものどものどもの育成育成育成育成

共通実践課題共通実践課題共通実践課題共通実践課題

環境環境環境環境 福祉福祉福祉福祉 人権人権人権人権 平和教育平和教育平和教育平和教育のののの推進推進推進推進

共通実践課題共通実践課題共通実践課題共通実践課題

環境環境環境環境 福祉福祉福祉福祉 人権人権人権人権 平和教育平和教育平和教育平和教育のののの推進推進推進推進

北広島市北広島市北広島市北広島市のめざすのめざすのめざすのめざす子子子子どもどもどもども像像像像

〈たくましく〉健やかな体でたくましく生きる子ども
健康健康健康健康とととと安全安全安全安全についてについてについてについて考考考考ええええ、、、、自自自自らららら行動行動行動行動するするするする実践的実践的実践的実践的なななな態度態度態度態度をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進

〈優しく〉優しい心をもって感性を磨く子ども
生命生命生命生命・・・・人間尊重人間尊重人間尊重人間尊重のののの精神精神精神精神をををを養養養養いいいい、、、、共共共共にににに生生生生きようとするきようとするきようとするきようとする心心心心をををを育育育育てるてるてるてる教育教育教育教育のののの推進推進推進推進

〈賢く〉高い志をもち未来をひらく子ども
確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力をををを身身身身につけにつけにつけにつけ、、、、自自自自らのらのらのらの生生生生きききき方方方方をををを創創創創るるるる力力力力をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進

若葉小若葉小若葉小若葉小のののの教育目標教育目標教育目標教育目標

〈〈〈〈優優優優しくしくしくしく〉〉〉〉
優しい心をもって

感性を磨く子ども

北広島市北広島市北広島市北広島市のめざすのめざすのめざすのめざす子子子子どもどもどもども像像像像

〈〈〈〈たくましくたくましくたくましくたくましく〉〉〉〉
健やかな体で

たくましく生きる子ども

〈〈〈〈賢賢賢賢くくくく〉〉〉〉
高い志をもち

未来をひらく子ども

〈〈〈〈考考考考えるえるえるえる子子子子〉〉〉〉
筋道をたて

考える子ども

〈〈〈〈やさしいやさしいやさしいやさしい子子子子〉〉〉〉
仲良く助け合い

思いやりのある子ども

〈〈〈〈がんばるがんばるがんばるがんばる子子子子〉〉〉〉
明るく

ねばり強い子ども

〈〈〈〈じょうぶなじょうぶなじょうぶなじょうぶな子子子子〉〉〉〉
たくましい

体の子ども

知 徳 意 体



広葉小広葉小広葉小広葉小のののの教育目標教育目標教育目標教育目標

〈〈〈〈優優優優しくしくしくしく〉〉〉〉
優しい心をもって

感性を磨く子ども

北広島市北広島市北広島市北広島市のめざすのめざすのめざすのめざす子子子子どもどもどもども像像像像

〈〈〈〈たくましくたくましくたくましくたくましく〉〉〉〉
健やかな体で

たくましく生きる子ども

〈〈〈〈賢賢賢賢くくくく〉〉〉〉
高い志をもち

未来をひらく子ども

自自自自らららら学学学学びびびび
意欲や活力をもって

追求する子

心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに
やさしい思いやりが

あらわせる子

たくましくたくましくたくましくたくましく
最後までやり抜く

意志の強い子

知 徳 体

広葉中広葉中広葉中広葉中のののの教育目標教育目標教育目標教育目標

〈〈〈〈優優優優しくしくしくしく〉〉〉〉
優しい心をもって

感性を磨く子ども

北広島市北広島市北広島市北広島市のめざすのめざすのめざすのめざす子子子子どもどもどもども像像像像

〈〈〈〈たくましくたくましくたくましくたくましく〉〉〉〉
健やかな体で

たくましく生きる子ども

〈〈〈〈賢賢賢賢くくくく〉〉〉〉
高い志をもち

未来をひらく子ども

自自自自らららら思考思考思考思考しししし真理真理真理真理をををを
求求求求めるめるめるめる生徒生徒生徒生徒
（（（（学学学学ぼうぼうぼうぼう））））

知 徳 意 体

豊豊豊豊かなかなかなかな心情心情心情心情をををを持持持持ちちちち
互互互互いにいにいにいに協力協力協力協力するするするする生徒生徒生徒生徒

（（（（拓拓拓拓こうこうこうこう））））

創意創意創意創意をををを生生生生かしかしかしかし主体的主体的主体的主体的
にににに行動行動行動行動するするするする生徒生徒生徒生徒
（（（（つなごうつなごうつなごうつなごう））））

心身心身心身心身ともにともにともにともに健康健康健康健康でででで
たくましいたくましいたくましいたくましい生徒生徒生徒生徒
（（（（たくましくたくましくたくましくたくましく））））

若葉小若葉小若葉小若葉小がめざすがめざすがめざすがめざす具体的具体的具体的具体的なななな子子子子どもどもどもども像像像像

目指す子ども像

あいさつが元気 笑顔が元気 心が元気な若葉っ子

〈〈〈〈考考考考えるえるえるえる子子子子〉〉〉〉
○○○○自分自分自分自分のののの思思思思いやいやいやいや考考考考

えをえをえをえを表現表現表現表現できるできるできるできる子子子子
○○○○多様多様多様多様なななな発想発想発想発想がでがでがでがで
きるきるきるきる子子子子

○○○○学学学学ぶぶぶぶ意欲意欲意欲意欲をををを持持持持ちちちち、、、、
自自自自らららら考考考考えることがえることがえることがえることが
できるできるできるできる子子子子

〈〈〈〈やさしいやさしいやさしいやさしい子子子子〉〉〉〉
○○○○明明明明るいるいるいるい挨拶挨拶挨拶挨拶がでがでがでがで

きるきるきるきる子子子子
○○○○友達友達友達友達をををを大切大切大切大切ににににすすすす
るるるる言葉遣言葉遣言葉遣言葉遣いができいができいができいができ

るるるる子子子子
○○○○互互互互いにいにいにいに認認認認めめめめ、、、、励励励励
ましあうましあうましあうましあう子子子子

〈〈〈〈がんばるがんばるがんばるがんばる子子子子〉〉〉〉
○○○○責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって最後最後最後最後

までやりまでやりまでやりまでやり遂遂遂遂げるげるげるげる子子子子
○○○○目標目標目標目標やややや夢夢夢夢にににに向向向向かかかか
ってってってってチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジすすすす

るるるる子子子子

〈〈〈〈じょうぶなじょうぶなじょうぶなじょうぶな子子子子〉〉〉〉
○○○○進進進進んでんでんでんで遊遊遊遊びびびび、、、、楽楽楽楽しししし

くくくく運動運動運動運動するするするする子子子子
○○○○心身共心身共心身共心身共にににに健康健康健康健康でででで
命命命命をををを大切大切大切大切にできるにできるにできるにできる

子子子子

広葉小広葉小広葉小広葉小がめざすがめざすがめざすがめざす具体的具体的具体的具体的なななな子子子子どもどもどもども像像像像

目指す子ども像

やさしさいっぱい やる気いっぱい

自自自自らららら学学学学びびびび
○○○○「「「「ようしようしようしようし、、、、やるぞやるぞやるぞやるぞ！」！」！」！」とととと
意欲意欲意欲意欲やややや活力活力活力活力をををを持持持持ってってってって

追求追求追求追求するするするする子子子子

心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに
○○○○誰誰誰誰にににに対対対対してもしてもしてもしても
やさしいやさしいやさしいやさしい思思思思いやりがいやりがいやりがいやりが表表表表せるせるせるせる子子子子

たくましくたくましくたくましくたくましく
○○○○あきらめないであきらめないであきらめないであきらめないで
最後最後最後最後までやりまでやりまでやりまでやり抜抜抜抜くくくく

意志意志意志意志のののの強強強強いいいい子子子子

地域地域地域地域、、、、保護者保護者保護者保護者のののの願願願願いいいい

若葉小若葉小若葉小若葉小若葉小若葉小若葉小若葉小
○○○○学力学力学力学力・・・・応用力応用力応用力応用力・・・・表現力表現力表現力表現力

○○○○コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション力力力力

○○○○あいさつあいさつあいさつあいさつ、、、、言葉遣言葉遣言葉遣言葉遣いいいい

○○○○思思思思いやりいやりいやりいやり、、、、やさしさやさしさやさしさやさしさ

○○○○粘粘粘粘りりりり強強強強ささささ

○○○○たくましさたくましさたくましさたくましさ

○○○○特色特色特色特色あるあるあるある教育活動教育活動教育活動教育活動

○○○○子子子子どものどものどものどもの悩悩悩悩みみみみ、、、、相談相談相談相談

広葉小広葉小広葉小広葉小広葉小広葉小広葉小広葉小
○○○○学力学力学力学力・・・・応用力応用力応用力応用力・・・・表現力表現力表現力表現力

○○○○学習意欲学習意欲学習意欲学習意欲・・・・態度態度態度態度とととと学学学学びびびび方方方方

○○○○コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション力力力力

○○○○あいさつあいさつあいさつあいさつ、、、、言葉遣言葉遣言葉遣言葉遣いいいい

○○○○思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの心心心心、、、、やさしいやさしいやさしいやさしい心心心心

○○○○他者他者他者他者のののの立場理解立場理解立場理解立場理解とととと尊重尊重尊重尊重

○○○○助助助助けけけけ合合合合いやいやいやいや協調協調協調協調、、、、社会性社会性社会性社会性

○○○○向上心向上心向上心向上心とやりとやりとやりとやり抜抜抜抜くくくく力力力力

○○○○積極性積極性積極性積極性とととと自発性自発性自発性自発性

○○○○たくましさとたくましさとたくましさとたくましさと体力体力体力体力

○○○○自他自他自他自他のののの生命生命生命生命のののの尊重尊重尊重尊重

広葉中広葉中広葉中広葉中広葉中広葉中広葉中広葉中

○○○○基礎的基礎的基礎的基礎的なななな学力学力学力学力のののの保証保証保証保証

○○○○たのしくわかるたのしくわかるたのしくわかるたのしくわかる授業授業授業授業のののの

充実充実充実充実

○○○○何何何何かにかにかにかに打打打打ちちちち込込込込みみみみ充実感充実感充実感充実感

のののの持持持持てるてるてるてる学校生活学校生活学校生活学校生活

○○○○集団集団集団集団のののの中中中中でででで、、、、生徒同士生徒同士生徒同士生徒同士

がががが関関関関わるわるわるわる力力力力のののの育成育成育成育成

○○○○きめきめきめきめ細細細細やかなやかなやかなやかな生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導

とととと教育相談教育相談教育相談教育相談のののの充実充実充実充実

児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの実態実態実態実態

若葉小若葉小若葉小若葉小若葉小若葉小若葉小若葉小
◇◇◇◇明朗明朗明朗明朗でででで異学年異学年異学年異学年にににに思思思思いやりいやりいやりいやり

◇◇◇◇素直素直素直素直でまじめでまじめでまじめでまじめ

◇◇◇◇表現力表現力表現力表現力がががが向上向上向上向上しつつあるしつつあるしつつあるしつつある

◇◇◇◇異学年同士異学年同士異学年同士異学年同士のののの交流交流交流交流がががが盛盛盛盛んんんん

◇◇◇◇企画企画企画企画、、、、運営力運営力運営力運営力のののの向上向上向上向上

◇◇◇◇興味関心興味関心興味関心興味関心のあることにはのあることにはのあることにはのあることには

力強力強力強力強いいいい意欲意欲意欲意欲

◆◆◆◆粘粘粘粘りりりり強強強強ささささ、、、、

根気強根気強根気強根気強さのさのさのさの不足不足不足不足

◆◆◆◆支持待支持待支持待支持待ちのちのちのちの傾向傾向傾向傾向

◆◆◆◆積極的積極的積極的積極的なななな意見表明意見表明意見表明意見表明のののの不足不足不足不足

広葉小広葉小広葉小広葉小広葉小広葉小広葉小広葉小
◇◇◇◇明朗明朗明朗明朗でででで進進進進んであいさつするんであいさつするんであいさつするんであいさつする

◇◇◇◇素直素直素直素直でででで活動的活動的活動的活動的であるであるであるである

◇◇◇◇異学年集団異学年集団異学年集団異学年集団をををを基盤基盤基盤基盤としたとしたとしたとした

活動活動活動活動をををを通通通通しししし、、、、上学年上学年上学年上学年がががが下学下学下学下学

年年年年のののの面倒面倒面倒面倒をををを見見見見るるるる

◇◇◇◇支持支持支持支持したことにしたことにしたことにしたことに責任責任責任責任をををを持持持持っっっっ

てててて活動活動活動活動するするするする

◇◇◇◇ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動にににに意欲的意欲的意欲的意欲的

◆◆◆◆自分自分自分自分でででで考考考考えてえてえてえて意見意見意見意見をををを述述述述べるべるべるべる

ことがことがことがことが不十分不十分不十分不十分

◆◆◆◆不規則不規則不規則不規則なななな生活生活生活生活リズムリズムリズムリズムからからからから、、、、

遅刻遅刻遅刻遅刻、、、、朝食抜朝食抜朝食抜朝食抜きききき、、、、体調不良体調不良体調不良体調不良

のののの増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向

広葉中広葉中広葉中広葉中広葉中広葉中広葉中広葉中

◇◇◇◇明明明明るいあいさつるいあいさつるいあいさつるいあいさつ

◇◇◇◇素直素直素直素直さとさとさとさと順応性順応性順応性順応性

◆◆◆◆学力学力学力学力はははは全体全体全体全体にににに底上底上底上底上げげげげ

がががが必要必要必要必要

◆◆◆◆生徒同士生徒同士生徒同士生徒同士のののの関関関関わりのわりのわりのわりの

希薄化希薄化希薄化希薄化

◆◆◆◆生徒生徒生徒生徒のののの生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣やややや学学学学

習意欲習意欲習意欲習意欲のののの二極化二極化二極化二極化

◆◆◆◆不登校不登校不登校不登校、、、、いじめのいじめのいじめのいじめの芽芽芽芽



新新新新しいしいしいしい教育目標教育目標教育目標教育目標へのへのへのへの思思思思いいいい

○○○○個個個個とととと集団集団集団集団にににに焦点焦点焦点焦点をををを当当当当てたてたてたてた目標目標目標目標としたいとしたいとしたいとしたい。。。。

○○○○学習指導学習指導学習指導学習指導はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、生徒指導等生徒指導等生徒指導等生徒指導等のののの各各各各

種教育種教育種教育種教育をををを含含含含むむむむ全全全全てのてのてのての教育活動教育活動教育活動教育活動をををを教育目教育目教育目教育目

標標標標とととと結結結結びつけびつけびつけびつけ、、、、学習学習学習学習するするするする児童児童児童児童、、、、指導指導指導指導するするするする

教師教師教師教師のののの意識意識意識意識がががが一一一一つになるものにしたいつになるものにしたいつになるものにしたいつになるものにしたい。。。。

○○○○児童児童児童児童、、、、そしてそしてそしてそして保護者保護者保護者保護者、、、、地域地域地域地域がががが認知認知認知認知しやすしやすしやすしやす

いものにしたいいものにしたいいものにしたいいものにしたい。。。。

双葉小の教育目標

自自自自らららら自自自自らららら みんなでみんなでみんなでみんなでみんなでみんなでみんなでみんなで

学学学学びびびび学学学学びびびび 思思思思いやりいやりいやりいやり思思思思いやりいやりいやりいやり きたえるきたえるきたえるきたえるきたえるきたえるきたえるきたえる

自立自立自立自立自立自立自立自立 共生共生共生共生共生共生共生共生

双葉小の教育目標

〈〈〈〈優優優優しくしくしくしく〉〉〉〉
優しい心をもって

感性を磨く子ども

北広島市北広島市北広島市北広島市のめざすのめざすのめざすのめざす子子子子どもどもどもども像像像像とのとのとのとの関係関係関係関係

〈〈〈〈たくましくたくましくたくましくたくましく〉〉〉〉
健やかな体で

たくましく生きる子ども

〈〈〈〈賢賢賢賢くくくく〉〉〉〉
高い志をもち

未来をひらく子ども

学学学学びびびび 思思思思いやりいやりいやりいやり きたえるきたえるきたえるきたえる

知 徳 体

双葉小双葉小双葉小双葉小がめざすがめざすがめざすがめざす具体的具体的具体的具体的なななな子子子子どもどもどもども像像像像（（（（案案案案））））

目指目指目指目指すすすす子子子子どもどもどもども像像像像

学びが元気 心が元気 体が元気
元気いっぱいの ふたばっ子

目指目指目指目指すすすす学校像学校像学校像学校像
行行行行きたいきたいきたいきたい学校学校学校学校
預預預預けたいけたいけたいけたい学校学校学校学校

勤勤勤勤めたいめたいめたいめたい学校学校学校学校

目指目指目指目指すすすす教師像教師像教師像教師像
子子子子どもとともにどもとともにどもとともにどもとともに生生生生きるきるきるきる教師教師教師教師

信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる教師教師教師教師
よりよりよりより高高高高いいいい目標目標目標目標ににににチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジするするするする教師教師教師教師

日日日日々々々々研鑽研鑽研鑽研鑽するするするする教師教師教師教師


