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高台小学校校章

学校名の由来

　学校名の「高台」は、広島村開拓の歴史の中で、一時この地に付された地名であり、

その名の如き校舎からは、北広島市内や遠くは、樽前山、恵庭岳、夕張山地の山々を

一望することができる。

　また、代々の為政者は教育を重視し、その施策の一端として、この地に半世紀前ま

で「高台尋常小学校」を設置し、子弟の教育にあたっていた。

　その後、現在地は「富ケ岡」となるが、昭和45年より造成された北広島団地の完成

により再び「高台町」となり、『高台小学校』の回復を見た。

校章の由来

　　［コ　起案者　　高台小学校教諭　柴井義雄先生

　　［］制定　　昭和51年1月1日（1976年）

　　［コ校章の表すもの

　　　　　・校名「高台小学校」の「高台小」を図案化したもので、五角形の先端か

　　　　　　ら各々中央にかけては「高」という文字を表し、「台小」を中央に位置づ

　　　　　　けてまとめたものである。

　　　　　・五角形は、安定と落ち着きがあり、輝きをもつ星、希望のイメージがある。

　　　　　　子どもたちの夢と希望を大きく広げられる学び舎であることを校章に意

　　　　　　味づけている。



高台小学校閉校に寄せて
　　　沸　　一警舜
　勤翻，凡・ご 北広島市立高台小学校校長野原　大紀

　昭和50年に開校し、36年の歴史を積み上げた高台小学校も、この平成24年3月をもって閉校致します。一時

は23学級879人を数えた児童数も少子高齢化という時代の流れにより、現在は8学級（内特別支援学級2）148人に

減少しました。高台地区だけではなく緑陽、若葉、広葉小の各地区も同様の状況となり、子ども達への教育

向上に向け適正な児童数で学校づくりを行うために、団地4校が2校に統合される運びとなりました。

　高台小学校は、道営北広島団地造成計画に基づき、広葉小学校・若葉小学校についで設置された団地内4番

目の学校でした。当初昭和51年年度開校予定でしたが、高台・里見・泉町の児童数の急増により50年度3学期

開校となりました。

　以来、学校教育目標を「個性豊：かで未来を創造する人間を育成する」とし、36年間一貫して、明るくたく

ましい子ども・仲よく助け合う子ども・よく考えて実行する子どもの育成を目指してきました。この教育目

標を基に、歴代校長先生をはじめ多くの教職員のご努力により、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体：」を

身に付けさせる創造的な教育実践が行われ、成果を上げてこられたことに心から敬意を表します。また、

PTAをはじめ地域の方々から学校に寄せられましたご理解とご協力は、学校運営を支える大きな力となり、

学習活動、学校・PTA行事、環境整備等を円滑に進めることができました。

　24年度より緑陽小学校と統合し「緑ヶ丘小学校」として、新しく出発いたします。しかし、これまで行わ

れてきた教育実践や培われてきた伝統は決して絶えることはなく、新しい学校の基盤として、いつまでも受

け継がれていくことに確信を持っています。これからの時代に育つ子どもたちが、確かな学力と豊かな入間

性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚を持ち、一人一人の持ち味と良さを出し、21世紀の社会

でたくましく活躍することを心から願っています。

　最後に開校以来、今日まで高台小学校の教育活動に深いご理解と温かいご支援をいただきました地域・保

護者、関係者の皆様に感謝いたしますとともに、閉校記念事業にご尽力いただきました関係者の皆様にお礼

申し上げます。統合後におきましても、これまでと同様に地域の子どもたちへのご支援をお願い申し上げ、

閉校のご挨拶と致します。

ありがとう高台小学校
　　辮
けサタ　ほが　

瓢
攣鷲

　蕊

北広島市立高台小学校PTA会長坂本 覚

　高台小学校は昭和50年に開校し、36年間の歴史を経て今年度をもって閉校になり、幕を下ろす事になりま

した。今まで2500名以上の卒業生を送り出し、様々な思い出と共に歩んでまいりました。「高台小学校」の名

前が消えてしまうということは、卒業生の皆さまを始め、ご勤務された歴代の先生方、そして地域の方々に

於かれましては万感胸に迫るものがあり、誠に寂しい限りと、察するにやりきれない思いでいっぱいです。

　近年少子化には歯止めがきかず、学校の統合も止むを得ない状況ではありますが、新しい歴史を創るために、

「緑ヶ丘小学校」と、この地に馴染みやすい新たな名前に生まれ変わることとなりました。個人的なお話を

させて頂きますと、このような大切な時期にも関わらず、私がPTA会長などやって良いものかと考えた時も

ありました。閉校に関しての行事や作業、そして統合への準備や繰り返し行われる会議。皆様方にどのよう

に伝えていくか頭を悩ませました。関わりが深くなっていく程、閉校するのが寂しくなっていきました。し

かし高台小学校の歴史と伝統は、関係者各位の心の中に生き続け、次代を担う子供達に引き継がれていくも

のと確信しております。
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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年中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：難して聞もない北広島団地内に東部／」・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、緑陽小学校が順次分離

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。

／ ㍉ 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つの小学校が、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、愛階の念、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、栢次いで開校し、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、日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つつ、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。
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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教育委員長松本

　北広島市は、昭和43年9月に町制を施行した後、昭和45年に道輝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！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、多くの意見交換を重ね、平成20年！1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。

護識
字㍗拳

轟・

開校当時の高台小学校の思い出

第三住区自治会長小野寺　恭太郎

　札幌郡広島町とあり、いずれ札幌市広島区になるのではの思惑で手に入れた土地に半年前に建ておいた我

が家に、熱海から観光がてらに「オラの家はどこだんべ」と一家三人、車で北上したのが51年3月、36二線か

ら竹山温泉の山越えで団地に入った時は、本州とはあまりに違う広い道路と大きな住宅地の区画に唖然、中

央通りの分離帯の意味が理解できず、つい反対車線に入ってしまった事を覚えています。

　伜が熱海桜木小学校から高台小学校に転校したのが二年生の10月でした。静岡地方の堅剛「…　　だら」

の語尾を相当からかわれた様だったが、同級生が各地からの移住者の子ども達だったせいか開放的に自由な

雰囲気であったらしく、すぐみんな馴染んで、事なきを得ました。

　当時、高台1丁目付近は家も疎らで樹木も低く、遠く市街地の方までも見晴るかす事が出来、本当に明るい

イメージでの高台小学校でした。高台1丁目の住所で「高台小学校」は、まさにわが小学校でした。右肩あが

りの団地の人口もバブル崩壊前から老齢化が進み、子ども達も激減、よもやの学校統合、慣れ親しんできた「高

台小学校」が消え、新校名になるのは少々残念ですが、これも時勢。千葉にいる伜（42歳）に「緑ヶ丘小学校」

になると伝えたら「そうなんだ。」の一言、あっちでもこっちでも同様な事が起きているので特別な感慨もな

い様です。ともあれ新校名の下、統合のメリットを活かすべく、親御さんも先生方も希望に燃えていらっしゃ

る事とお祝い申し上げます。
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更なる成長を願って

北広島市立高台小学校第13代学校長谷垣　徳篤

　　　　　　　　　　　　　　　　江別市立大最小学校長

　　　　　　　　　　　（平成19年度～平成22年度在職）

　6月初旬、2ヶ弄ぶりに所用で高台小を訪ねました。先ず目に飛び込んできたのが、玄関前のスペースに建

てられた工事用の大きな建物でした。その後、校舎内に入れさせて頂きましたが、そこにも随所に統合に向

けた準備が着々と進んでいる様子が見られ、事態の進行の速さに大変驚かされました。

　さて、私は高台小学校に4年問勤めさせて頂きましたが、その際の学校運営に対しまして、本当に多くの皆

様から多大なるご理解とご支援を賜りましたことに改めて深く感謝を申し上げたいと思います。

　上野市長躯の教育に対する熱い思いと力強いご支援、白崎教育長様をはじめとする教育委員会の皆様の細

かなご配慮と惜しみないご支援、そしていつも協力的で温かなご支援を頂いた保護者や地域の皆様、よりよ

いものを追求し努力を惜しまない教職員等々、すばらしい教育環境の中で、高台小学校の教育は営まれてい

たように思います。

　そして、それら多くの皆様のカが結集し、この統合の取組が進められてきたのであり、今日を迎えること

ができたものと思っています。

　統合の成果は、緑ヶ丘小学校児童の更なる成長によって明らかにされるものであると思います。新しいも

のが生まれることは、喜びであり、そこに大きなエネルギーも生まれます。その力を教育活動の活性化の源

とし、児童の大いなる成長に結び付けていってほしいと思います。

鳳鳳のごとく～新たな飛躍に寄せて

北広島市立高台小学校蹴4代PTA会長宮本　大介
　　　　　　　　　　　　　　　（平成20年度～平成21年度）

　私が今の場所に居を構えたのは平成七年春のことでした。高台小学校を見て、子どもができたらこの小学

校に通うのだなあと思って見ていたのを思い出します。まさかその十年後、自分がPTAの役員として子ども

共々、ここまでこの小学校に関わることになるとはその時点では微塵も考えていませんでした。

　思い起こせば、初めての参観日の後、学級懇談会に参加したのが始まりです。普通、お父さんってそうい

うのに出ませんよね？その臼は何故か、妻ではなく私が参加しました。墨然、お父さんは私一人だけ。そして、

一丁目の学級懇談会と言えば1そう、皆さんがなるべく回避したいと願う「学級役員」選びです。代表、副

代表は皆の期待を裏切り？すんなりと決まりました。各部員も決まっていきます。残ったのは広報部員。

　どうもこの広報部員というのは、新聞記者よろしく紙面の編集をし、締め切りに追われ、大変だと言うイ

メージが強いらしい。誰も…　手を挙げない。う～ん、先生も困っているようだし、ここは一肌脱ぐか…　。

　ここが運命の分かれ道、当然のごとくその後は広報部の部長を引き受けることとなりました。そこでまた

偉そうなことを語るものだから、翌年の役員選考に真っ先に名前が挙がったそうです。気がつけば役員歴4年、

その内会長が2年ということに…　　。

　さて、皆さんはPTA活動や、まして役員というと敬遠したいイメージが強いと思います。でもやってみる

と意外と楽しいもので、普通に保護者をやっているよりも絶対おススメです。なにより自分の子どもが通う

学校です。より知っておいて損はありません。

　そうして親子で過ごしてきた高台小学校の6年間、学校そのものは残るとはいえ、名前が変わることに一抹

の寂しさを感じます。

　でも、鳳鳳は肉体が老いるとわが身を自分の炎で焼き、その灰の中から新たに蘇るといいます。高台小学

校がその名を改め、新しい生徒を迎え、新しい学校として生まれ変わり、そして今後、さらに飛躍すること

を願って止みません。
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閉校に寄せて
～ 恵庭市立島松小学校教頭設楽　真奈美

　　　　　　（平成17年度～平成22年度在職）

　私が高台小学校に赴任したのは、ちょうど開校30周年の年、平成！7年でした。初めて1学年1学級の学校に

勤めることで、当初は少し不安を感じながらの赴任でもありました。高台でお世話になった6年間の印象を綴っ

てみます。

1、北広島の街を一望

　　なんて眺めのいい学校なんだろう・・特に夕焼けの街並みを見下ろす景色は絶品、油絵のように見える

　時がありました。

2、『花火大会』のスケールに驚く

　　最初は、皆で手持ち花火をやるのかな…　　ぐらいに思っていましたが、なんとなんと、グランドで本

　格的に打ち上げてしまうとは。子どもたちと一緒に色とりどりに光る大きな花火を見た感激は忘れられま

　せん。

3、子どもたちの素直さ・屈託のなさに安心

　　まず高台の子たちは“子どもらしい”…　そんな表現がぴったり。下手な教え方をした時など「わっか

　りませ～ん1」と元気よく答えてくれるので、こちらもわかりやすく、「じゃあ何とかしなくては」となり

　ます。いつも明るく話しかけてくる高台の子どもたちの素直さに癒されたことが何度あったでしょうか。

4、PTA・同僚の温かさに感謝

　　単学級だからといって、決して孤独なのではないということを教えていただいた6年間でした。PTAの皆様

　や温かい同僚に支えられて、今の私があるのだと思います。大変貴重な6年間を過ごさせていただきました。

　　閉校はやはり寂しいことですが、高台小での温かい思い出は私の心の中に残り、地域の皆さんにも伝わっ

　ていくものだと思っています。最後に、校歌の一部より…　　“夢のふくらむ　高台小学校”…　　ご苦労

　さまでした。

未来に向かって、はばたけ「高台小」！

　　北広島市立大曲小学校教諭御幸　保宏

（昭和55年度～58年度、平成9年度～14年度在職）

　昭和55年、教師生活のスタートを切ったのが広島町立高台小学校。その後、平成9年に再び高台小（北広島

市立）へ、夢にも思っていなかった2度目の勤務。13年という時の流れを感じつつ、見るもの全てを懐かしく

思いながらの赴任でした。

　最初に勤めた頃の高台小は全校児童が800名近く在籍し、全員が体育館に集うと、ギャラリーの下まで子ど

も達でびっしりになったほどです。その頃の思い出と言えば、「高台の花」でしょうね。開校10周年を迎える

にあたり、伝統となる全校種目を運動会に取り入れようということになり、考えたものが「高台の花」でした。

子ども達も先生方も全身砂まみれになりながらの練習。運動会当日は、800名の子ども達が、それは見事な紅

白の大輪をグランドいっぱいに咲かせ、保護者からわれんばかりの拍手（ちょっと大げさ？）をもらいました。

花火の打ち上げとともに始まる運動会の座席とりも迫力ありました。また、児童数の増加で教室が不足し、

特別教室を教室として使用した事も一つの思い出です。私も、3年の担任だった時、入り口が一つしかない会

議室で授業をしていました。それでも教室が足りなく、家庭科室を2つに仕切って教室として使用したことも

ありましたね。

　2度目に勤めた時は全校児童が約200名。13年間で児童が4分の1に減ったことに驚きながらも、昔と変わら

ない校舎に何かほっとする気持ちを感じたものです。この時の6年間は、子ども達が楽しみにしていた「全校

宿泊」がなくなる等、変化の多い時代でしたね。その中でスタートしたのが、今も伝統として続く「花火大会」

です。第3住区のお祭りで花火を上げていた時から数十年ぶりに打ち上げられた花火。子ども達以上に地域の

方々にとっても懐かしいものとなったのではないかと思っています。

　来年4月には、校名も変わり「緑ヶ丘小学校」となる母校。多くの卒業生が「高台」の名前（文字）がなく

なることに寂しさを感じているようですが、新しい学校として、地域みんなで支え、新たな歴史を作っていっ

てほしいと願っています。
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高台小学校の思い出

千歳市立向陽台小学校教諭池田　法夫
　　　　　　（平成17年度～平成22年度在職）

　私は平成17年から6年間、高台小学校に勤務しました。平成！7年といえば高台小学校が「開校30周年」を迎

える年でした。新しい学校で勝手がわからない中、慌ただしくお祝いのための色々な行事に取り組んだ記憶

があります。中でも全校児童による「お餅つき大会」は、今でも鮮明に覚えています。高学年の子どもたち

は力強くお餅をつき、低学年の子どもたちは大人に助けてもらいながら、それでも懸命にお餅をついていま

した。そうやってみんなでついた「できたてのお餅の味」は、今でも忘れられません。

　そして高台小学校といえば、「夏：の花火大会」。実際に自分の目で見るまでは、「学校でする花火なんて…。」

と軽く考えていたのですが、実際に体験してみると、まさに「感動」の二文字でした。それから毎年、花火

を見ながら、「きれいだなあ。ああ、もう夏休みになるんだなあ。」と思っていました。高台小といえば花火。

これは私の忘れられない思い出です。『開校30周年記念誌』を読むと、高台小学校の花火大会は平成5年から

始まったそうです。それ以前から高台小では、1学期の終業式の前日に、学校で「お泊り会」（3年生以上）を

するのが恒例行事だったそうです。お泊りの夜、何か子どもたちを楽しませるものがないかと考え出された

のが「花火大会」だったそうです。それが今や学校のみならず、地域住民にとっても夏のステキな恒例行事

になっていますね。

　「閉校」というと、とても寂しい気持ちになりますが、高台小学校で学んだ子どもたちや勤務した者たち、

そして学校に携わったすべての人たちの心の中には、いつまでも高台小学校は生き続けていくのだと思いま

す。高台小学校はまもなく閉校してしまいますが、我が高台小は永久に不滅ですU

高台小学校閉校に寄せて

石狩市立石狩小学校教諭阿部　敏恵
　　　　　（平成15年度～平成20年度在職）

　私が高台小学校に赴任したのは、約10年前のことになります。着任式の日、ステージから見た光景は、広々

とした体育館に新1年生を除く160名程度の児童。最初の感想は『少ないなあ』でした。でもその直後に聞い

た校歌のすばらしい歌声は、その人数をはるかに超えた大きさで、きっといい子たちに違いないと確信し、

これから始まるここでの生活にわくわくしたことを覚えています。

　その印象通り、子どもたちは明るく素直で元気いっぱいでした。校内だけでなく、広いグラウンド、竹葉

公園、中庭、サイクリングロードなど周囲の環境も素晴らしく、最高の環境に囲まれて、子どもたちと一緒

に私も楽しく伸び伸びと活動させてもらいました。全校児童が少ないため、子どもたちは学年関係なく仲良

しでしたし、先生方も受け持ち以外の子の顔と名前をよく覚えており、職員室で共通の話題で話ができ、全

職員で全校児童を育てているアットホームな雰囲気も、とてもよかったです。

　6年間で4つの学級を担任させてもらいました。かわいい子どもたちと保護者の方々の強力なサポートのも

と教育活動を行うことができ、たくさんの思い出もできました。特に最後に受け持った子どもたちが、この3

月に最後の卒業生として巣立っていくことは感慨深いです。立派に成長した姿を見せてくれることと思いま

す。子どもたち、教職員たちの思い出がたくさんつまった高台小学校が閉校になってしまうのはとても残念

ですが、高台・緑陽両小学校のよさが融合し、更に素晴らしい学校となり、新しい歴史を作っていくことを

楽しみにしています。
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私が独断と偏見で選ぶ、高台小学校のおすすめポイント

千歳市立向陽台小学校教諭長坂　真奈美
　　　　　　　（平成15年度～平成20年度在職）

第3位　春休みの教室から眺めるグランド

　　崩した雪山の白と地面の茶色が作る縞模様。静かな教室で、過ぎ去った学年の思い出と新しい学年への

　期待を思いながら、ポーッと眺めるのが好きでした。

第2位　美しい中庭

　　歴代のおじさんたちや、多趣味な先生方が丹精込めて作り上げた自慢の中庭。生活科の学習で“春探し”

　をしたり、理科の学習で木の芽を観察したり、図工の学習では秘密基地に変身させたこともありました。

　桜の季節には、そこで給食を食べるのが毎年の楽しみでした。

第1位　職員室から見える絶景

　　遠くにくっきりと夕張山地が見えた日には、何でもうまくいきそうな気がしたものでした。あの絶景に

　何度も救われました。一生忘れない景色のひとつです。

高台は私の心のふるさとです。ありがとう、ありがとう1

感謝

　　熱硬
　・、馨
　　灘　襲・

　議縁黙
／　　難　　鰹鐘塞箒魍

千歳市立桜木小学校教諭武田　信明
　　　　　（平成16年度～平成22年度在職）

　私が高台小学校に赴任したのは、今から7年前のことでした。初任校は中学校でしたので、小学生のころか

らの夢だった「小学校教員」になることのできた学校でした。

　子どもたちの第一印象としては、とにかく「人懐っこい」ことです。学年関係なく、休み時間にはよく遊

んだ思い出が残っています。また、私が児童会を担当していたとき、全校集会で校内かくれんぼや宝探しを

行いました。児童数の減少は大きな問題ではありましたが、小さな学校だからこそできる活動でしたし、子

どもたちが生き生きと参加してくれていたのが思い出に残っています。

　縦割り班活動も盛んで、花壇づくりや高台小まつり、卒業生を送る会に向けて全学年一緒になって活動し

ました。自分の学級だけではなかったので、苦労することも多かったのですが、この活動を通して高学年が

成長していくことを感じました。特に卒業生を送る会の準備は大変でしたが、5年生がその役割をしっかりと

引き継ぎ、たくましく成長していく姿を実感することができました。

　また、夏の花火大会は衝撃的でした。「こんな間近で花火が見られるなんて…」と思い、ぜひ自分の子ども

にも経験させてあげたい行事の一つでした。

　思い出を挙げればきりがありません。私の初めての小学校教員生活の場として本当に素晴らしい学校でし

た。素晴らしい子どもたち、素晴らしい先生方に出会うことができ、今の私があるのは、高台小学校での7年

間があったからだと思います。閉校となるのは大変残念で寂しいことです。しかし、高台小学校で学んだこ

とは謄躍せません。この先教員を続け、壁にぶつかるようなこともあると思います。そんな時は、高台小学

校での生活を思い出し、初心に帰って頑張りたいと思います。
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PTA設立準備委員会に携わって

賦課 高台小PTA設立準備委員長九津見　奈保美

　昭和50年11月、江別市から広島町に転居して来ました。娘二人は五年生と三年生で、高台小が建築中の為、

若葉小に通学しました。年が明け、三学期に高台小が開校してまもなく、五年生の娘が担任の成瀬先生から

便りを渡されました。先生は娘に、「お母さん喜ぶぞ1」と言ったそうですが、それがくじ引きで当たった準

備委員のお知らせだったのです。戸惑いながらも責任を果たすため、何國か高台小に通いました。準備を進

めて一番の悩みだったのは、役員の選出でした。委員会で出た乏しい情報を頼りに、昼夜私の初心者マーク

の車でお願いに歩きました。幸い、私達の実情を知って、やっと滝吉さんが会長を引き受けて下さいました。

委員全員で大喜びしたことを思い出します。新しい学校であるゆえに、父母の皆さんも温かくPTAの大切さ

を考えて下さり、大変心強い思いを致しました。

　先生方にもアドバイスを頂きながら、会を進めているうちに、委託の方々との関係や先生方との関係も大

変良くなり、PTAが設立してみると、大変さより円満に楽しく進められたことが私の大きな収穫でした。

PTAの運営が始まっても、私達準備委員は来完成の学校を早く充実・整備の必要性を感じて、　PTA活動には

積極的で協力を惜しみませんでした。滝吉会長さんを先頭に、グラウンドの整備・花壇作り・冬のスケート

場作りなど、お忙しい先生方の手助けとなるよう頑張りました。開校当時の運動会は児童数も少なく、早く

行って場所を確保する必要もなく、前日の会場設営・器具の運搬などのお手伝いもして、当日は家族の出場

種目も多くて、一日本当に楽しい運動会でした。

　現在もまだ高台小PTAとの係わりを持ち、毎月の資源回収に協力しています。時代の流れで環境も変わり、

高台小も統合して新たに生まれ変わるようですが、時代に合った教育に取り組み、更に良い伝統を築いて下

さいます様お祈り申し上げます。

　　鳳
鎌　　　幽・

子どもは未来である

高台小学校元校医・第2代PTA会長渡辺　信彦

劉ドd
　此度高台小学校が閉校、統合し、新しい学校に生まれ変わることになり、時代の波、社会の流れに沿うた

ものでありましょうが、感慨を覚えるものがあります。

　私は、昭和52年、未だ開校間もない高台小学校植下の泉町に小児科医院を開設致しました。小学生の子供
が二人居り、当然本校にお世話になることになりました。直ぐに学校医を握直することになり、以後三十数
年地域の医師としての目をもって、子ども達を診、つき合って来ました。色々なことがありましたが、医学
の進歩、時代の流れに沿うものであり、養護の先生や校長先生はじめ多くの方々のご協力で、大過なく円滑
にその任を果たすことが出来ました。

　昭和53年から早速PTA役員を仰せつかり、監査、会長として57年までつとめさせていただきました。妾時
は新しい団地で、地域自体のコミュニケーションの希薄さ来熟さに加え、開校間もない学校側の緊張感もあり、

PTAの会議等は結構活発でした。鋭い議論等を経ながら成熟して行きました親と教師の不信感は、昨今晃聴
きするほどではなかった様に思います。

　学校の一大行事の一つ運動会などは、早朝あるいは前日からの応援見物場所の確保などあり、勿論凶日も
現今の比でなく賑やかで、地域のイベントの一つでありました。或る年の運動会のことです。なかなか寒い

Bでした。朝のPTA会長としての挨拶の際、子ども達も父母の方も寒がっていて、その雰囲気がさざ波の様
に壇上まで伝わって来ました。「寒いですね。隣の人も皆寒い中頑張っているのです。」と申しましたら、さ

ざ波がすう一つと引いたように感じました。実は私の中では、同時に開催している隣の小学校を指したつも
りだったのですが、ご自身のすぐ隣の人も、と受けとられた方が多かったのかなと思いました。何故かこん
なことが今想い出されたりします。

　学校医として、PTA役員、更に学校評議員として、学校の子ども達をみて参りました。小林登さんの「こ

どもは未来である」との言葉を胸中の銘とし、子どもを人類の未来への意義として捉えることを心がけて
参ったと思っています。高台小学校が36年問存在し、2500名以上の卒業生、そしてそれを支え関わった人々
により創られた歴史は、時代への尊い礎でありましょう。輝く未来益々幸多きことを祈念致します。
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曜聯

高台小学校の思い出

たばた歯科クリニック院長歯学博士田畑太
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第3回卒業生）

　わたしは、当時小学校5年生で転校してきたんです。何人か一緒に転入のあいさつをしました。そのときの

光景は、こどもながら緊張していたせいか、はっきり覚えています。

　新しい校舎でペンキくさかった。新設校でクラスメイトは少人数。自然と人間関係は濃かった感じがします。

みんなお友達。

　子供のころから野球が好きで、ちょうど広島カーブが優勝したことで、北広島にも野球少年団ができ、高

台小カーブジュニアで少年野球を一生懸命やっていた。集団スポーツは楽しかった。それからずっと野球を

楽しんできましたし、今も仕事関係の親睦で大会なんかがあり、野球の良さを実感しています。なんとなく

みんな友達、顔見知りで、児童会もその延長。児童会長をさせていただきましたが、遊びの延長だったかも。

子供だからゆるしてください。

　その後転校生は増えましたが、小学校とほとんど同じメンツが、中学に進学。楽しい時代でした。

　そんな子供も歳をとり、私は現在、北広島市大曲地区で、たばた歯科クリニックを開業して子供たちの予
防歯科にも取り組み、何かと忙しい毎日を送っています。

　ご縁でクリニックの近くにある北広島市立大曲小学校の学校歯科医をしています。歯科検診や虫歯予防セ

ミナーなどで学校を訪れると、元気な小学生たちをみると、とてもうれしくなります。とてもかわいい。

　これからの可能性と将来性をたくさん秘めた子供たちをみていると、大人たちは支配や強制ではなく、自
ら生きるための強さや工夫、努力のしがいのある環境づくりをしてあげる役割を果たしてあげたいと思う。

　あるところで　作家で東大名誉教授『養老孟剛が、受験の話をしていた受験制度をとおして、人々の申
に業績主義が当たり前となったこと。いい点を取る、結＝果を出すことが良いことで、いい点を取れない、結

＝果を出せないことが悪いことだと。その人の人格・人間性とは別に、試験の成績や結果で人の良し悪しすら

問われる感じが特にあった気がする。

　しかし、合格不合格の1点差で天国と地獄に分かれることになんの意味があるのかと？昔、まったく同じこ

とをおもった人も多くいるだろうし、最高学府の名誉教授が改めてテレビで話していたことに少し驚いた。

そして、受験制度の最大の欠点は、『人を見る目が失われたこと』らしい。

　自分が楽しいと思うことをいっぱい夢中になってすることが小学校のころは大事な気がする。子供たちは

その中でいろいろな経験を通して、自然に大きく成長していくのだと思う。

　高台小学校がそうであったように　統合された新小学校が、これからも子供たちの素晴らしい学び舎にな

ることを願っています。そして、これからの臼本を創る子供たちが、みんな幸せになることを祈っています。

高台小学校の空は今も広い

　　㌦∴

　　磐
＿、よ型L

北海道テレビ放送株式会社多田　　健
　　　　　　　　　　　　　　（第4回卒業生）

　1979年卒業の多田健と申します。現在45歳です。卒業以来32年、私自身が北広島を離れて25年が経ちました。

幸い実家が未だ高台小学校の前にあり、年に数度里帰りをします。実家の窓から見える高台町や里見町の景

色は、この30年、さほど変わっているようには感じられないものの、グランドから聞こえてくる子供たちの

歓声は、本幽に少なくなりました。かつては地元に赤ヘルの少年野球団があり、早朝から喧しいほどの「バ

ッチ来一い1」という元気な声が響いたものでした。

　先日、4年生と2年生の息子、そして私の2歳下の弟とグランドでキャッチボールをしました。日曜の午後で

したが、私たち4人以外には誰もいませんでした。子供の頃のスケール感とのギャップに驚くかと思いきや、

予想に反して高台小学校のグランドは、今もとても広く感じられました。見上げた空には、突き刺さる建造物

などもなく、昔のままのまさに高台の広場でした。開拓、開村、開発以来を思わせる広さがそこにはありました。

　学校の統廃合という現実は、行政や財政といういわばオトナの事情による結果です。今の子供たちにネガ

ティブな空気が伝わらないよう全力を尽くすのが私たち大人の最低限の責務です。

子供たちにはいつでもこんな言葉を用意していたい。

　君たちはいつだって祝福されている、君たちのこれからにはたくさんのワクワクが待っている、と。

　末筆になりましたが、今回この文集に執筆を許して下さった編集委員会の皆様、そして名前は伺っていま

せんが推薦してくださった同窓の皆様に深く感謝を申し上げます。
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高台小学校と歩んだ道
　　　が　がか

　　羅・　　　　　　　　　　　　　　　JXサンフラワーズ内海　亮子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成4年～8年在学）

鵬
　私が高台小学校に入学し過ごした学校生活には、沢山の思い出が詰まっています。その中で今でも印象に残っ

ている思い蹴は、私が一年生の時の校長先生が、毎朝各学年ひとクラスずつ朝の挨拶をしに教室に足を運ん

で来てくれていたことです。教室に入ったら大きな声で『おはよう11』とみんなに声を掛けてくださり、優し

い笑顔でお話やジャンケンをして遊んでくださいました。限られたほんのわずかな時闘でしたが、毎朝校長

先生と会えるのが嬉しくて、楽しみに登校していたのを覚えています。学校全体、そして私達生徒を本当に

大切に思っていてくれていた行動であり、温かい校長先生だったと、今になって改めて強く感じています。

　現在バスケットを仕事にしている私ですが、幽時から体を動かすのが好きな活発な子で、昼休みはよく外

に出てみんなと遊具で遊んだり、鬼ごっこやドッチボールをしていました。冬は雪合戦や先生方が校庭に作っ

てくださった大きな雪の滑り台で何度もソリ滑りをした事を覚えています。また朝のマラソンでは、毎朝校

庭を走った周分のシールを記録として先生からもらえて、たまっていくのが嬉しくて必死に走った事も印象

に残っています。

　そして何より、私は小学校最後の年に、父の仕事の関係でアメリカに留学することになり、卒業式を高台

小学校で一緒に迎えることが出来ない、と知ったクラスメイトと担任の先生が、手作りの卒業証書を渡して

くれたことが、本当に本妾に嬉しかった小学校生活一番の思い出です。高台小学校に入学して、素敵な仲間

と先生方に出会い、充実した学校生活を送れて本当によかったと思っています。今でもこれからも、当時の

友達はとても大切な存在です。沢山思い出が詰まった高台小学校が閉校することは本当に残念で淋しいこと

ですが、私に必要な経験と大切なことを教えてくれ、自由に伸び伸びと育ててくれた確かな場所です。高台

小学校での思い出はいつまでも大切に心に残し、私がそうしてきてもらったように、私が今の子供達に少し

でも何か伝えていけるように一歩ずつ大人になっていきたいと思います。私を素敵な先生方、かけがえない

友人と出会わせ、育ててくれた高台小学校へ、本妾にありがとう。そして、お疲れ様でした。
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昭和50年

昭和51年

3月20日

6月　6日

1月　1日

用19日

　　　　　2月27日

　　　　　4月　壌日

　　　　　9月27日

昭和52年1月26日

　　　　　4月　1日

　　　　　4月　6臼

昭和53年4月　1日

　　　　　9月27日

目召1秘54年　4月　　1日

昭和55年4月1日
　　　　11月5臼
昭和56年4月　蓬日

　　　　11月20日

昭和57年2月12日
　　　　　4月　1日

　　　　10月16日

昭和58年1月31日
　　　　　4月　1日

　　　　　8月28日

昭和59年4月　1日

昭和60年4月1日
　　　　　9月30日

　　　　11月17日

昭和6壌年4月1日

昭和62年9月27日

　　　　41月　3日

昭和63年2月21日

　　　　　4月　1日

　　　　11月　3日

平成光年　4月　1日

　　　　　9月12日

　　　　11月　3日

平成2年　4月　1日

　　　　　7月22日

　　　　12月　1日

平成3年　4月　1日

高台小学校の沿革
削際5糠下灘難山懲一轍　　㈹蹴徽

広島町議会で仮称広島町立高台小学校設置予算を決議

校舎建築に着工

広島町立高台小学校開校

若葉小学校で分離式・第3学期始業式

（1年目5年までの6学級編成、6年生は若葉小学校に委託）

開校式、並びに開校祝賀会

！年、2年各2学級の8学級編制

3年2学級の9学級編制

校舎第2期工事終了（体育館・理科室・家庭科室・音楽室・図書室の特別教室

と普通教室8教室）

12学級編制

緑陽小学校開校のため、緑陽地区児童35名（1～5年分離）

1年3学級となり13学級編制

石狩管内視聴覚教育研究大会会場校として公開

1年～4年各3学級となり16学級編制

1年4学級となり！8学級編制

開校5周年記念植樹

1・4～6年各3学級、2・3年各4学級の20学級編制

広教研研究中心校発表会

第3期工事完了（教材室、普通教室3）

2！学級編制

1年1学級増となり22学級編制

学級増にともない家庭科教室を普通教室に改築（2教室増）

1年～5年各4学級、6年3学級となり23学級編制

昭和58年度広島町PTA連合会研究大会会場校

1年3学級、2年～6年各4学級となり23学級編制

1・2年3学級、3年～6年各4学級となり22学級編制

開校10周年記念植樹

開校10周年記念式典・祝賀会

1～2年3学級、4年～6年各4学級となり21学級編制

「青少年科学技術作晶展」において学校賞受賞

「北海道花いっぱいコンクール」において奨励賞受賞

町教委より「あいさつ運動」に対して善行賞受賞

小さな親切運動本部より「あいさつ運動」に対して表彰

1年2学級2年～5年各3学級6年4学級となり18学級編制

「北海道花いっぱいコンクール」において優良賞受賞

1年・3～6年各3学級、2年2学級となり17学級編制

「はまなす国体」炬火リレーに参加

「北海道花いっぱいコンクール」において奨励賞受賞

1・3年各2学級、2・4～6年各3学級の16学級編制

開校15周年記念集会～開校を祝う親子の集い

前庭舗装補充工事完了

1・2・4年2学級、3・5～6年3学級の15学級編制
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　　　　　6月18日

平成4年　4月　1日

　　　　　4月17日

平成5年　4月　1日

　　　　11月　7日

平成6年　4月　1日

　　　　　8月19日

　　　　10月　1日

平成7年　4月　旧

　　　　　7月20日

　　　　　8月19日

　　　　　9月　9日

　　　　11月10日

平成8年　2月26日

3月22E1

9月　1日

　　　　　9月13日

平成9年　4月　1日

平成10年2月12日

　　　　　3月14暇

　　　　　4月　夏日

　　　　7月～9月

　　　　10月～

平成11年1月～

　　　　　3月12日

　　　　　4月　1日

　　　　10月30日

平成12年4月　1日

　　　　　9月24日

平成13年4月　1日

　　　　　5月27日

　　　　　6月29日

　　　　　7月18日

　　　　　9月壌4日

　　　　10月13日

　　　　11月11日

　　　　11月15日

平成14年2月26日

　　　　　3月14日

　　　　　4月　1日

5月目8日

中庭造園改修工事（緑化推進事業）

1～3年・5年2学級、4・6年3学級の14学級編制

発明工夫教育で、科学技術庁長官賞・倉田記念科学振興会賞受賞

1～4年・6年各2学級、5年3学級の13学級編制

町内PTA連合会研究大会会場校

1～5年各2学級、6年3学級の！3学級編制

寄贈品による「教育資料室」の開設

広島町「花の町コンクール・学校部門」優秀賞受賞

1年1学級、2～6年各2学級の11学級編制

開校20周年記念「全校ふれあいフェスティバル」

北海道「花の町コンクール」（窓辺の花）特別賞受賞

開校20周年記念「PTA祭り」

開校15周年記念タイムカプセル「開封式」

石教研学校課題研究・飛脚研研究中心校発表会

開校20周年事業「閉会の集い」　記念誌「翔（はばたき）」

PTAよりステージ幕一式寄贈

北海道PTA広報誌コンクール「特選」受賞

北広島市市制記念行事

「平和の灯」リレー・記念式典・点火式参加

北海道健康推進学校受賞

1・3年1学級、2・4～6年各2学級の10学級編制

第一期工事校舎内装改修・改造（視聴覚教室完成）

北海道PTA広報誌コンクール「特選」受賞

1～4年各1学級、5・6年前2学級の8学級編制

第二期工事校舎西側外壁塗装・屋上防水改修

第二期工事校舎西側内装改修・改造（コンピュータ教室完成）

第二期工事体育館床改修（研磨）

北海道PTA広報誌コンクール「特別賞」受賞

1～3・5年各1学級、4・6年各2学級の8学級編制

北広島市「花のまちコンクール」エルフィン賞受賞

！～4・6年各1学級、5年2学級の7学級編制

石狩管内「創意（発明）工夫展」学校団体特別賞受賞

1～5年各1学級、6年2学級の7学級編制

運動会にて「よさこいソーラン」実施

5年生「宿泊学習」再開

盛大に「PTA花火大会」実施

はじめての「チャレンジ・ザ・トリム」実施

北広島市「花のまちコンクール」優良賞受賞

「火垂るの墓」花ホール上演（6年差

「総合的な学習の時間」の授業実践研究（指導主事訪問）

流行性感冒のため「学校閉鎖」

コンピュータ室に41台パソコン配置

完全学校週5日制スタート

普通学級各1学級および特殊（メイプル）学級1学級の7学級編制

文部科学省「人権教育総合推進地域事業」協力校指定（～16年度）

絵本の読み聞かせ会開始（通年9回）
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　　　　　8月5日

平成14年9月6日
　　　　11月13日

　　　　11月26日

平成15年2月目

　　　　2月～3月

　　　　　4月　1日

　　　　　5月19日

　　　　　7月　壌日

　　　　　8月20日

　　　　　8月22日

　　　　　9月　5日

　　　　10月　1日

　　　　11月　旧

　　　　11月28日

平成壌6年1月16日

　　　　　4月　1日

　　　　　8月　4日

半　　　11月26日

平成17年4月　1日

半　　　　7月27日

　　　　11月17日

　　　　12月10日

平成18年9月14日

　　　　　6月22日

平成19年4月　1日

　　　　　2月19日

平成20年4月　1日

　　　　　8月　5日

　　　　　8月26日

　　　　10月29日

　　　　11月　7霞

平成21年4月　1日

　　　　　8月26日

　　　　　9月　5日

　　　　　2月17日

平成22年1月29日

　　　　　3月19日

　　　　　4月　1日

　　　　　8月　3日

半　　　　8月19日

　　　　10月　7日

平成23年4月　1日

11月26日

子ども大使派遣（～8／8）

北広島市花のまちコンクール「エルフィン賞」受賞

「高台タイム（いきいき活動）」の授業実践研究（指導主事訪問）

市立図書館「平成本プロジェクト事業（豆次郎）」受入れ開始

コミュニティルーム開放事業開始（社会教育事業関連）

校内放送設備（放送室／体育館他）大規模入替え工事

普通学級各1学級および特殊（メイプル）学級1学級の7学級編制

寒冷地稲作「赤毛種」成功から130年関連事業による栽培活動

国際測地学・地球物理学連合総会出前授業実施（5・6年生対象）

不審者侵入対策用理科室非常口設置

マヤ・ムーアさんを招いての国際理解教育（英語活動）通年実施

北広島市花のまちコンクール「エルフィン賞」受賞

市条例により校舎内全面禁煙開始（平成16年より敷地内も全面禁煙）

人権標語コンクール特選受賞（6年山田泰寛君）

薬物乱用防止教室実施（道警より講師招聰）

漢字能力検定試験実施（希望者制）

普通学早牛1学級および特殊（メイプル）学級2学級の8学級編制

子ども大使派遣（佐藤校長団長）～7日

人権教育研究発表会～授業公開（5・6年）

普通学級各1学級および特殊（メイプル）学級3学級の9学級編制

開校30周年記念事業「高台っ子の池」を児童会に贈呈・引き渡し

全道放送教育研究大会授業公開

關校30周期記念学芸会開催

広帯研教科専門部会授業公開

「英語にチャレンジ」スタート

普通学早牛1学級および特別支援学級（メイプル）3学級の9学級編制

JICA研修員との交流

普通学級各1学級および特別支援学級（メイプル）2学級の8学級編制

子ども大使派遣（～8／8）

北広島市花のまちコンクール「エルフィン賞」受賞

JICA研修員との交流

花ホール上演会（6年参加）

普通学平骨1学級および特別支援学級（メイプル）2学級の8学級編制

北広島市花のまちコンクール「エルフィン賞」受賞

ねんりんピック北海道・札幌2009（第22回全国福祉祭）5年生参加

JICA研修員との交流

第4圓統合準備会にて統合後学校名を「緑ヶ丘小学校」に決定

市議会にて「北広島団地内の学校統合に伴う学校設置条例の一部を改正

する条例案」を可決

普通学級各1学級および特別支援学級（メイプル）2学級の8学級編制

子ども大使派遣（～6日）

北広島市花のまちコンクール「エルフィン賞」受賞

緑茅野との合同芸術鑑賞会（交流事業）

普通学級各学年1学級および特別支援学級（メイプル）2学級の8学級編制～全

校児童数150名

多数の来賓・地域の関係者・PTAを招き閉校記念式典挙行

一14一



姦鉱纏
難盤　．、

藍議

　　　　灘

開校当時の北広島市

　　　　　　　　　　　　o
大自然の中、しっかり学び、のびのび

遊びました。

校舎建築工事

まだ若い竹葉公園が裏手に見えます。

校舎完成

開校には間に舎わなかった

体育館もようやく完成しました。

開校式

若葉小学校から分かれて、高台小学校の歴史の始まりです。

　開校式当日

　　レトロな車が、

時代を感じさせます。

議鑓懇懇慧魏

鎌訟ご＿濾鷲羅二轡1幽謡 響

一15一



第19回（平成5年）卒業生たちの記念製作

たいせつな伸間たちと、先生方、そして、たいせつな学校生活の

思い出に、感謝を込めて…。

難臨奪
鱒譲

響

　　　　　　♂躍響劉　や

藩“贈

翻校勧周年記念式典

高いところも、仲間と一緒ならなんのその…（冷や汗）。

　　ノけ　　クつ　へお　ボへ　　　へいぶみ
　ぜ　　　　タ　　　　　　　ゆ　　ゆ　い　ゆ　　　　　　　ダが

乙ご1二。聡卜影ノ途、一　函
　　　霧

開校10周年記念行事

記念植樹で、つつじをプレゼント。

　　ヨ　ゴ　な　ゑ

　　論馨

　綴雲麟騰購　　開校20周年記念誌

　　　　＿響、
　　　．　灘
　　　叢繰　　・
　　へ　　　　が
藩忽・　　．．
潔璽蹄繊麗滋

　　　．〆夢　　　　　　蝋

舞惣鐵、蜜丁難事ン騨醗

　　　　　み　ゅ　　　　　いバ　バ　　バ　へ

轟毒響華滞
．灘灘嚢鑛　　　難

卯轡

　轟轟講難響
ぜ　　　　　　　　　　　ぺ　　

艦離螺

開校¶5周年記念誌

苺螺　睡

野離撫一

　　　　　　　　ヨ　ヘ　ゼ

襲　鋸熱一
　　撫　獄躰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲r
　　撒碑繊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照

開校20周年記念大運動会

くす玉でお祝い！

先生方、全校児童、気持ちをひとつ

に、盛り上がりました！

凄羅蝿錨
拳 ／　か　＼〈’窟

開校15周年記念人文字

校章を児童全盤で形作りました。

開校30周年“高台っ子の池”完成

霧藍葦慧
　　　鍵難獲

一！6一

　　麟
灘簸嵌

馨難

開校30周年記叢誌

⑪
葦欝鍼

30thA“鵬サor5逗ry

薩

灘

縛
感品



　　歴代の学校長
瓢．二際環り器一驚獄憐ご聯㌘

1欝学器 讃学曳 認学犠

　講学箋 糸甜学習

霧螺籔

画学臨

齢学覧

、鑑．

諦校長

五藤明生

一17一
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第10代学校長

鈴木　武士

　　　懸悪計
　　　かみび　　ガ　　　　　　　　　　　　ま

　　　馨恥・蜜

　　第13代学校長
　　谷垣　徳篤

第11代学校長

佐藤　　将

　　　　第14代学校長

　　　　野原　大別

歴代P畷rA禽長

第12代学校長

東海林直行

．＿㌫篇一一翫燕弧∴二．＼

　初代PTA会長

第2代PTA会長

第3代PTA会長

第4代PTA会長

第5代PTA会長

第6代PTA会長

第7代PTA会長

第8代PTA会長

第9代PTA会長

第10代PTA会長

第11代PTA会長

第12代PTA会長

第13代PTA会長

第14代PTA会長

第15代PTA会長

滝

渡

中

久

吉

辺

島

保

谷地向

斎

田

山

細

富

宮

砂

尼

宮

坂

藤

村

本

川

田

森

金

子

本

本

永　男氏

信　彦氏

英　明氏

　　武氏

以智男氏

　　洌氏

和　実氏

　　勝氏

和　夫氏

弘　樹氏

美知恵氏

和　英氏

洋志江氏

大　介氏

　　覚氏

昭和51年～53年

昭和54年～56年

昭和57年～60年

昭和61年～平成元年7月

平成元年8月～平成2年

平成3年～4年

平成5年～10年

平成11年

平成12年

平成13年

平成14年～蓬5年

平成16年～18年

平成19年

平成20年～21年

平成22年～

一18一



校

教

教

教職員勤務年丁丁表
昭和
　51

長

頭

諭

養護教諭

事務職員

業務主事

事務補助員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肱　ド　撚　蝋　　、

昭和　昭和昭和　昭和　昭和昭和　昭和昭和　昭和　昭和　昭和　昭和平成平成

5253545556575859606！6263元2
平成平成平成平成
3　　4　　5　　6

初代i　　i　　i第2代i　　i用村i広吉1 聖　　　：

@　：
焔g原i弘

i第3代i　i；　　i岸本i渡 i　　i第4代i　　i第5代i　　l第6代i　　i

堰@　；高野i三男1細川i哲　1上野i良ノV

婁　　　　　　　　　　　闘

福V代i

燕葬Ji忠
　i　　i　　l
??@昭夫　1

1　　　11　　　　　　　　　　　1

遠燒xi堅造i1｝i原 比跡　i力艦知嚇井…政夫i田。…章
1　　　：1　　　　　　　　　　　「

P沖田i勇
i　i　ii菅原正十三i

l　　　l
戟@　　l
戟@　　幽

i　l　ii高橋i貫一i

堰@i　i　i　i西村i盛一i　i
l　　i：斉藤1恵理
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煙K田美保子i
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塩ﾘ田橋和明1

l　　　l
G　　　1隼　　　　　　　　　　　チ ii繍i糊…ii山。iせっi癩i弘則i ii

l　　　l　　　l

艶ｬ瀬i静　i
；　　　l
戟@　　ll　　　　　　　　　　　　l

l　　i　　il　　l石破1啓二1…i…i…長谷善嚇ii
l　　　l」　　　　　　　　　　　I

決ﾉ藤：均
l　　　l　　　l「　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　画

P菅原1房江：

l　　　l
戟@　　lI　　　　　　　　　　　　I

l　　i　　il山田1重之1

iiii佐。未一輔ii｝ 　l　　i
y1久雄：
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決ﾉ藤1祐啓： ii l　　　l　　　l脚　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　I

結{嶋由美子1 iiii畑ル。子iii
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P瀬用1敏子
1　　　：　　　1脚　　　　　　　　　　　圏　　　　　　　　　　　I

訣�R1征治1 ii l　　　l　　　l

堰@i龍本i十日…i｝ii勅使鹸糖i ii
l　　　l　　　lF　　　　　　　　　　　ε　　　　　　　　　　　正

｡田瀞己夫1
1　　　；
戟@　　l｝　　　　　　　　　　　じ

l　　i　　i；　　1王浦1出子1

…iii炉1キ子iii
i　　l：市川由美子
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P大滝；章嗣
；　　　l
戟@　　l｝　　　　　　　　　　　1

l　　i　　il　　；佐藤1洋一1

…iii｝川島i購ii ii
｝　　　l　　　l

堰@i黒川i伊平1
l　　　ll　　　l　　l

ii｝ i羽田i語　iii舶｝愛子i ii
l　　i　　il　　l末闘1高高1 l　　　l’　　　1　　脚 iii iヨ、i豊iii｝林i親i ii
l　　i　　il　　唯藤：仁孝：l　　　l’　　　：　　F

、融i茂iiiii岸i邨夫i
l　　　l
戟@　　l」　　　：

ii…
　　l　　　l　　軍　　　　　　　　　　　塗

ｵ田ななみ； ii…、榊鎮子i｝iiii…
　　l　　il山田1正史：

i　｝　i｝　　｝　　1石塚 l　　　l1　　　　　　　　　　　～

p朱実1
ii結1キ子、…iiii志摩…齪……

　　l　　　l　　l　　　　　　　　　　　重

P増田鉄三郎1
　　i　　l　　l
ｪ崎i弘平i　i
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月R本1佳夫1
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ii石川…寛i…i…i
l　　　l
戟@　　l
戟@　　l

「　ii
l　　　lI　　　　　　　　　　　　I

｡山1京子1

l　　　l　　　；l　　　l　　　l　　I　　　　　　　　　　　　l

…ii石垣i信広i…ii l　　　l
戟@　　：

戟@　　ll　　　l
戟@　　：　　　l
戟@　　：　　　：

l　　　lh　　　　　　　　　　　I

結v保田博夫1

l　　　l　　　l脚　　　l　　　l　　I　　　　　　　　　　　　I

i舗i聴iiiii
1　　　：

戟@　　l
F　　　；

：　　　：

F　　　監
m

　　l　　　l　　　l
決｢部i正記i　i

l　　　l　　　l　　　l　　　｝　　　：　　　；　　　l

堰@i　i田村i醐i　i　i　i
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1　　　；
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煙芻Ki保宏i　i
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堰@　i　　i片山i真美i　　i　　i　　i
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戟@　　l
戟@　　｝
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P　濾本瓢
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鴛沒∑?h子i　　i　　i　　i　　i　　i　　i
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戟@　　l
F　　　1
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戟@　　l
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苑齣�R起子i
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堰@　i中橋i智幸i　　i　　i　　i　　i

l　　　l
戟@　　l
F　　　1
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戟@　　l
F
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y典子1
，　i　iト「一→i　l　l　l　：階宮ひろみ：　　｝　　l　　i　　i　　i　　i

：　　　1

F　　　1
F　　　1

l　　　l
戟@　　l
F　　　1

l　　　l　　　l

燕h苟ｽ寿子i i古集枝iiii｝i ：　　　1

F　　　1
F　　　1

l　　　l
戟@　　l
戟@　　l

H　　　　　i：　　　：

H富子1
l　　　　l　　　　l　　　　：　　　1　　　；　　　　；　　　　l

芽垂鉛zi　i　i　i　i　i
：　　　1

F　　　1
F　　　1iiii畠由i清子i ：　　　1

G　　　：

戟@　　l
戟@　　l
戟@　　；
P　　　；

戟@　　l
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戟@　　l
戟@　　l
戟@　　l
戟@　　l
戟@　　l
戟@　　l
G　　　l
戟@　　l
戟@　　l
戟@　　l
戟@　　l
|

：　　　1　　　：

H一一一●1●一一？
戟@　　l　　　l
戟@　　l　　　l
G　　　l　　　l
戟@　　l　　　l
戟@　　l　　　l
戟@　　；　　　l
戟@　　；　　　l
戟@　　；　　　l
戟@　　l　　　；
戟@　　l　　　；
戟@　　l　　　；
戟@　　l　　　l
F　　　l　　　l
F　　　l　　　l監　　　　　　　　　　　脚　　　　　　　　　　　I

猿Rロ理恵子i

　　　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　l　　　　l　　　｝　　　　；　　　　1
Q1∵lli　　　　　　　　l　　　：●一→一一●　l　　　l　　　l　　　l　　　l　　　　　　　　l　　　l　　　l　　　l　　　l　　　l　　　l　　　；　　　　　　　　i　　i　　i　　l　　i須藤i真澄i　　l

：　　　1

F　　　l
戟@　　l
戟@　　l
戟@　　l
F　　　1
F　　　1
F　　　1
F　　　1
F　　　l
戟@　　l
戟@　　l
戟@　　l
G　　　1
G　　　1
G　　　1
G　　　l
戟@　　l
戟@　　l

l　　　l　　　l

薗ｷ井i勲i
l　　　l
燕ｶ山i漿智子i

l　　　l　　　lε　　　：　　　1

@　：　　　’
撚綱i…iii大泉i将徳…

i　　　l
戟@　　l

@　：
：　　　：　　　lE　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　圏

焔g田i国雄i

l　　　l
戟@　　l
戟@　　l

ii大義難……iii細川i癬ii
i　ii長崎i修

l　　　l　　　：
戟@　　l　　　l
戟@　　；　　　l
戟@　　l　　　：

l　　　l
戟@　　lI　　　　　　　　　　　l

演､浦i法子i

…ii　　l　　　l ：　　　l
戟@　　lF　　　　　　　　　　　l

穴p田i邦子
1　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　仁 重　　　　　　　　　　　1 1　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　F 『　　　　、　　　　i　　　　，　　　　じ　　　　l　　　　l　　　　i
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平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成平成
6　　　　7　　　　8　　　　9　　　10　　　1！　　　！2　　　13　　　14　　　15　　　16　　　17　　　18　　　19　　　20　　　21　　　22　　　23　　　24

　　i　　i第8代i　　i第9代i　　i　　i第10夜　　　i第11夜

（国谷　忠）1五藤i明生l　　i石田i贔幸1鈴木i武士1佐藤i將

｝第】．2罷℃　　　　i第13熔こ　　　　i

七海林直行：　谷垣　徳篤
蹄！4代

；野原i大紀

（沖田　勇）i　　l小川i幸夫l　　i高橋i利夫l　　i畜田i孝志1 i三山i行彦i ：臼黒壽美子1中野i悟

（斉藤恵理）i i～條i貴幸i i長岡i煮繭i

i寒藤i昌史

校

教

教

1池田1法大1

長

頭

諭

（原i邦彦）i　　l安藤i信行l　　i由口i浩

（深瀬禎一）： ：御幸：保宏i ：調ヒi上ll幹左倥1 1和泉1誠

（細貝弘則）： 1松認1宏明1 ：阿部1敏恵； 1田中；健二1

（伊藤　均＞1　　：

（馳1久雄）l　　l

：山用：郁美： 1長坂真奈美1 酒井（森）：雅代1

：大浦美峯呆子： 1長田1真美：

（瀬川敏子）1 ：秋林恵美子l　　l古谷入恵子1

1　　l　　l金山ゆかり1

　　一，：中川1和枝：　　1

　　　：竹内：和彦1 ：坂井美佳子； 1井島1範子1

（市川由美子）　l　　l　　l

　　l　　l比良；彰男：　　1

｝斉藤1邦郎1

　　　　泉ll三本木

l　　l原田1千紘

1武田1儒明1 卜1村井1康俊

　　i　　i成田i良認　　　i大越i玲奈i
　　？一一一一一一一一9　　　●1　　　；
（林i親）i　　i坂本i律：子i　　i　　i
　一　　　　lH　　　　；　　　l　　　l
　　i　　i　　i　　i貞安i岐子i　　i
　　l　　　l　　　l　　　「叶9　　　1　　　1

（山田正史）l　　l　　：　　l　　l　　l
一一一鼈鼈鼈鼈黷竅@　　l　　　l　　　l　　　l

（開国鉄三郎）　　i　　i　　i　　i　　i
　　B墜　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1

（須藤真澄）l　　i阿部i滋子i　　i　　i

（大泉将徳）i　　　　　　　i亀田谷真理子

1設楽真奈美1 橋本1成美

i麻原i玲子i

i卸4鞍　i町耳千景i

i（スクトルカiウンゼラー）i　　i　　i

　　　　　i山口まゆみi

i高田i雅之i i中村i薫

（長崎　修）i i斉藤i準 i矢上i寛 i善永i警一i　大西　→義　　i及用i浩二i

i松浦；初 前田　勝夫　　i石坂i行雄i

（角田　邦子） 藤田i智琴 i都築i裕子； i船水i美樹i i上田i真由1亀　勢津子i

養護教諭

事務職員

業務主事

事務補助員
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　　」‘驚　　　　　　　　　　◎

ノ膨蕩M一灘驚麓二∴、　認　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　こ①較舎獄、汲んな◎）思‘、訟◎）φに

　　　　　　　　　　　　　生をて‘、ます。

雷い出の校食

げ

ぜ

軸も

桑象．　轟

　　　　嶺

嚢瓶華灘謡 膨嚢

職罎i室ぱ、もう2階にぱありません。

節欝撫・瀟森

中康①遡に鳳、ドジョウ3匹とメダカ

が冬遊こして‘、ました。

購

葛合◎）＠季「を彩るφ麿。

石狩平野1まどこまでも…。

　　こ①学絞坂澄を毎e登っできk①です。

一21一



現教職員・スタッフ

坂の上の学検⑰細い出聴尽きま世ん

私の名前はクレイグです

　曜璽’ 瓶為詳

≠考～：三暴，

夕映えのタ張岳が
最高の職員室
　　　　　　　　　瓢ヌ

授業が命だ1

私たちも毎日頑張りました

　　　　　　　　一22一
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「｝讐｝

こゆ／傷瀧噴…艶霧雨怠矧雲《階ギ離r頁笹

　　卒業生（PTAなう）による、懐かしの思い出ツイッター

レ

：Hさん
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3年生の時担任だった久保田先生が、給食の牛乳のフタでオヒロを作ろう！と言い出しました。そこで、牛乳が苦手な子も頑張

って飲んで、集めたフタをみんなで白黒に塗り、中休みに遊びました。4年生も持ち上がりで担任になったときには、みんなが拍手するほど

慕われていた、良い先生でした。（※編集部注：ビン牛乳の時代のお話ですね！）

当時、業間体育で、「マラソンラリー」（中休みにグランドをマラソンで一周することに、表の○を塗りつぶしていく）という取り組みが

ありました。とにかく、毎日走り続けて、表を埋めるのが楽しみでした。

運動会で、「イカダ流し」（紅白にわかれ、みんなが樹こスクラムを組み、その背中の上を船頭が走って渡り、速さを競う）という競技が

ありました。私は船頭をしましたが、練習時1こ、支えに持っている竹竿を、みんなの頭の側に持ってしまい、何人かの頭にゴンゴンとぶつけ

てしまいました。今だから言える「ごめんなさいm（＿）m」話でした。

運動会では、午後からどさんご体操をしました。今でもこの体操をしている学校はあるのかなあ？

（※編集部注：ちなみに、どさんご体操の正式名称は「道民体操」といって、動作は、当時札幌手稲高校の遠藤先生ご夫妻がご担当。）

私が在学時、校内マラソン大会がありました。グランドのトラックを数周600m－1kmばど走るのでずが、走るのが好きだった私に

は、数少ない活躍できる場でした。他校が集まって行われた陸上競技大会も、とても良い思い出です。運動会での、「どさんこ体操」

は、とても恥ずかしかったです。　（※編集部注：確かに、小学生にはツういポーズが多々あったかも…。）

5年生の時の学校でのお泊まり会では、夜中の12時にみんなでこっそり起き出し、次の日の朝ごはん用のおにぎりをつまみ食いして、

担任の先生に叱られました。トホホ…。

4年生の時の担任の先生は、新卒の可愛らしい女性の先生（石塚朱美先生）でした。しかし、怒るとコワかったので、密かに、

「鬼塚先生」というあだ名がついていました（一つ。（でも普段はもちろん優しく、児童思し、の素晴らしい先生でしたよ！）

学校で、歯の矯正器具を失くしてしまい、当時の用務員の吉田さんが、たくさんのゴミの中から探し出してくれました。現在は、その

おかげで、キレイな歯並びを保っています。吉田さん、ありがとうございました＼Co＾）／！

6年生の時に、友達のH君と遊んでいて、教室の時計を落として表面のガラスを割ってしまいました。娘の授業参観で、教室にあったの

が、なんとその時の時計だったのです。懐かしいやら恥ずかしいやら…（＊’A’＊）。

冬にはスキーもスケートもあり恵まれてし、ました。スキーは「里見スロープ」という里見町にあった坂まで歩いて行って滑り、スケート

は、グランド1こ水を張ってリンクを作り保護者と先生万が管理してくださっていましたが、今考えると大変そう一。

開校当初は、体育館も、一年生の教室側もまだできていなくて、「体育室」という普通の教室で、マット運動ばかりで、つまらなかった

記憶がありまず。

音楽の時間には、校歌ばかり歌わされ、テープ1こ録音を繰り返していましたね。それがずっと校歌斉唱の時に使われていまし

たが、今はどうなのかなあ？

開校当初、20名程度だったクラスメートが、半年で倍以上になり、すぐに2クラス1こなりました。土日、連休の後には、転校生がド

ッと来るので、全然珍しく感じませんでした。

当時、プールがなかったので、担任の五＋嵐先生が、夏休みに西部小学校まで引率して、泳ぎの指導をしてくださいました。それが好評

で、今の「広島スイミング」ができたんでずよ！

今は無き、懐かしい季節行事を2っ…。

夏一校内お泊り会がありましたね。夜、校舎を真っ暗にして、肝試し大会をしました。僕は脅かし役で、竹竿に吊るしたオバケを、一生懸命

作りました。自信作でしたが、一番最初に脅かした子に見事に破壊され、悔し泣きをしたなあ…。切ない思い出です。

冬一グランドで行われた雪像作り大会。クラスごとに雪像を作り、その出来栄えを競うのですが、さながら雪まつりでしたね。寒くて冷たい

雪の中、みんなで頑張って作りました。クラスの子が考えた「タマコロ」というキャラクターを作った記憶があります。

…いや一懐かしいでずねえ！！（※編集部注：「タマコロ」…気になります。一度、お披露目していただけまぜんか？）

確か、当時は1学年3－4クラスあり、学校がとても賑やかだった記憶が残っています。たくさんある思し、出の中でも、担任のM先生の

話は今でも強烈に覚えています。M先生が、ご自分の指の話をしてくれた時のことです。昔、大人の映画の中で、悪いことをした人が指を

切って…という話を観たことがあり、子供達の間では、密かに、「M先生は悪いことをしたのか…！？」という噂が流れていました。そんな中

してくれた先生のお話は、“自分が体験してしまった事故で指を切断してしまったこと”だったのです。車のバンクを直そうと、砂利道に停

めてジャッキアップしたけれど、途中で車が落ちて来てしまい、指を失くしてしまったそうです。小学生の私には、専門用語は全くわかりま

せんでしたが、砂利道で車を直す時は気をつけよう、と心に誓ったものです。大人になり、車を運転するようになった今も、肝に命じていま

ｷ。

@　　　　小学生の頃じ見たり聞いたり、感じたりしたことは、人生の土台になっていると思います。

学校生活は、良いことばかりではなく、辛かったり、苦しかったこともありましたが、それを乗り越えて来た道のり全てが将来の自分の力

になります。学校の名前や、姿が変わっても、未来を築く土台になることには変わりありません。お友達が増えて、その中で切磋琢磨、力

強く成長して欲しいと願っています。高台小学校よ、ありがとう！そして、新しい学校と子ども達1こ、エールを！FIGHT！！　　　　　　　μ
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㌧幌父』

A、

子供たち1ご協力してもらい、高台小学校の好ま唇行事や

好昔な給食や嫌いな給食など、い3ん后アンケートを
　取しノましたので、その結果“BEST3”を大発表1

○高台小の好きな行事○

　　　　空胴…高創’わり

　　　　懸　2位…運動会

　　　　営　3位…修学旅行

玉・

醤
鴛：。

・弔　　　箋．，

　竪　　　．諺b

　　　塾

○好きな勉強0

　　　　　7位…体育

　　　　　2位…図工

　　　　　3位…音楽

　　○嫌いな勉強0

　　　　　1位…算数

　　　　　2位…国語
▼　　　　奉蜜鋤

　　　　　3位…社会

○好きな給食○

可位…ラーメン
　　　｛野菜塩・野菜みそなど…｝

2位…カし一ライス

3位…バン全般
　〔黒糖バン・照焼音バー育一など…）

○働な給食○祭）
可位…野菜系全般

　〔ごぼうサラダその他サラダなど…）

2位…納豆

3位…魚介類全般



　　　　　　　○おもしろい先生○

　　可年・2年生　　　　　　3年・4年・5年・6年生

瞳粒…クしイグ先生営粒…村＃先生

凱2位…原㊥先生　　懸2位…池㊥先生

蝉3位…三本木先生　瞳3位…和泉先生
※他には及川さん・武田先生・長坂先生など以前お世話になった先生も多数でした。

○やさしい先生○

　　7年・2年生

贈粒…Φ川先生

琶2位…原㊥先生

営3位…　山0先生

　　3年・4年・5年・6年生

題幽位…山・先生

営2位…橋本先生

働3位…中川先生
※他には、校長先生・教頭先生・前任の校長先生

　　　　　　　　○己わい無二0

　　1年・2年生　　　　　　　　3年・4年・5年・6年生

魑h位…細先生・願先生営1位…細先生

懸2位●●●田中触池田先生研位●●●

瞳3位…　森先生・クレイグ先生
　　　　　　　　　　　　　営3位…　田中先生
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みんな夫路ぎな保纏。こんなサロ：ンのようなイ下膨i望は：乾ヒOと1がありまヒんよね～ここは：

右ちろ徽急偲労協でろありぎ葛し．曜てし・る人か：L・ゐ爾rさ：穂べま巳ん。で5今・ヤイαがなフ

牝らし。炉継嗣磁レみ畝一望に肋・い約。二⊃は私趣翻訓糖．弟ヒ：玉な

線健屋じ比わ・，たんで匂，各ど～荒ちがち也んヒ・レ1し鰐・てくれちのゼ喫碗で奄ました。

　各℃δおちに℃ゲて一い々レλ偏、ホwヒで等る場、凶勿らしくいらMゐ蝟』、1じ鎌に元安に

なってまr…鰯望1つ行ける錆弥二‘なってうらラひ鴇ぱ1ヒ盾玖って、・さ育。
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表紙を飾った かとうまふみさん

　1971年、福井県生まれ、北海道育ち。北広島市立高台小学校

卒業。札幌で「きのとや」などのディスプレイデザインの仕事を経て、

絵本作家に。

　著作に『ぎょうざのひ』『えんぴつのおすもう』、『ぜったいわけてあ

げないからね』（ともに楷成社）、『どんぐりしいちゃん』（教育画劇）、

『のりののりこさん』（BL出版）、『ゴロリともりのレストラン』（岩崎書

店）、『たまごのおうさま』（ビリケン出版）、『はらっぱむらのなつまつり』

（フレーベル館）、『トッキーさんのボタン鼠イーストプレス）。

　最近の作品は『まんまるいけのおつきみ』（講談社）、『いれていれ

て』（教育画劇）。

私は転校が多い子どもだったので、何校かの小学校を経験しました。

そのq〕で一番長く過ごしたのが、高台小学校で或

このたび「閉校」と聞いて、やはり寂しい気持ちになりました。

子どもにとっての6年間はとても長い時間で「軌そして変化の時期。

高台ノ」、学校は、36年間、多くの子どもたちの成長を見守ってきたのですね。

ところで、北広島市は『エルフィンランド』という素敵な別名があります、

北広島の妖精たちは、もちろん高台小学校を知っていま「凱

学校に遊びに行ってイタズラをしたかもしれません。

そんな妖精たちが高台小学校のことをあれこれお話ししている姿を思い浮

かべて…

表紙を描かせていただきました。

この記念誌をめくるたびに、みなさんの胸の中にもたくさんの思い出が蘇

ることでしょう。

妖精たちのように、それぞれの思い出話に花が咲く事を願って。

　多くの方々より温かいご支援をいただきまして、ようやく閉校記念誌が完成致しました。感謝致しますと共に厚く

お礼申し上げます。

　昨年度末より、何度も話し合い、打ち合わせを重ね、制作に取り組んできました。思うように進まないことも多々あ

りました。しかし、小学校の発展のためにお力添え下さった方々をはじめ、卒業生の皆様、教職員の先生方がお

忙しい中、快く寄稿、編集作業を引き受けて下さいました。

　なかでも、卒業生でもあり絵本作家としてご活躍のかとうまふみさんが表紙絵ハガキの絵・デザインを描いてく

ださったことは、この記念誌ばかりでなはなく、閉校する高台小学校の素敵な思い出になりました。

　本当に皆様、ありがとうございました。

　この記念誌を通して、36年閥、高台小学校を支えて下さった地域の皆様、PTAの皆様に感謝を申し上げま

す。本誌を高台小学校の思い出として、末永くお手元に置いていただけましたら幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年（平成23年）ll月　閉校記念誌事業部一同

北広島市立高台小学校　刊6H146北広島市高台町2丁目1番地

　　　　　　　　　　一新校名一　北広島市三門ヶ丘小学校

TEL　O1！－373－3330
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