


北広島市立若葉小学校



若葉小学校の校章
　校名にちなんで若葉小を図案化したものである。二枚の葉

は、希望に満ちて、明るく強く伸びていく健全な心と、何事

にもくじけないで実行できる強健な体を表している。

　空に向かって鋭く伸びる若葉の芯は、将来に向かって大き

な理想を持ち、ぐんぐん力強く成長していく大志、希望の芯

である。風雪に耐えて大地にがっちりと根をおろして、大き

な緑の森へと成長発展する若葉小学校の子どもたちが平和で

文化的な民主国家をつくっていく立派な担い手になることを

願っているものである。

本校の教育目標
○すじ道を立てて、考える子ども　　　　…　考える子　　（知）

○仲良く助け合い、思いやりのある子ども・

○明るく、ねばり強い子ども　　　　　　・

○たくましい身体の子ども　　　　　　　・

・・ 竄ｳしい子　　（徳）

・・ ｪんばる子　　（意）

・・ ｶょうぶな子（体）

〈めざす子ども像〉あいさつが元気、笑顔が元気、心が元気な若葉っ子

やさしい子

がんばる子

じょうぶな子

・いつも明るい元気なあいさつができる

・友だちを思いやる言葉遣いができる

・みんなで協力し、助け合うことができる

・自ら学習しわかったと笑顔になれる

・しっかり発表できる　・みんなで考える
・家庭学習を工夫し、続ける

・何でもチャレンジ　自分の仕事を一生懸命

・失敗してもくじけない　夢を持つ

・たくさん遊べる　みんなで遊べる
・自分の命は自分で守る

あいさつが元気

笑顔が元気

心が元気
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　ヒ1野

新しい気持ちで

若葉小学校　校長

小　島　雅　人

　「さあ、今日から1学期、皆さんにとって新しい学年の始まりです。校長先生から、

二つのお願いです。一つ目は、新しい気持ちを持つこと、二つ目は、相手の気持ちを考

えること。“人は皆、一人では生きていけないものだから…”これは先生が大好きな昔

の歌の歌詞ですが、たくさんの人、友達がいるから学校なのです。」

　平成21年4月、新採用の校長として赴任した私は、始業式、初めて出会う若葉小の子

ども達を前に、正に自分に言い聞かせるように話していました。

　この赴任の前年度、北広島市団地内小学校の統合については決定していました。①広

葉小学校と若葉小学校を統合し、新しい学校として使用する校舎については若葉小学校

とする　②新しい学校の開校時期については、平成24年4月とする。つまり若葉小学校

として閉校のカウントダウンがすでに始まっていたのです。

　本校は昭和50年4月、団地内2番目の小学校として広葉小より分離、12学級248名で

発足しました。翌51年には高台小へ分離、昭和55年には17学級523名にもなりました。

現在は、8学級161名、教職員は18名です。「筋道を立てて考える子ども」「仲良く助け

合い、思いやりのある子ども」「明るくねばり強い子ども」「たくましい体の子ども」、

知・徳・意・体の調和のとれた教育目標（昭和61年に改訂され現在に至る）のもと、文

部表彰や管内教育実践表彰や各研究発表等々、「若葉の教育」は確固たる伝統を築いて

きました。そして、この37年間、2129名（H24、3）の「若葉っ子」卒業生を社会に送

り出してきました。明るく元気いっぱい、気持ちの優しい子ども達、常に教育目標に基

づく「学校経営プログラム」を意識し協働する教職員、学校応援団として櫻井会長のも

と「おやじの会」「若葉っ子祭り」等々活発なPTA、毎日登下校の交通安全、防犯指導

をしてくれている地域の方々、これらは「若葉の伝統」の賜物だと思っています。

　若葉小カウントダウンの3年間、私は閉校を前に特別なことしていくのではなく、

「若葉らしさ」を存分に発揮していこうと考えました。目指す児童像「あいさつが元気、

笑顔が元気、心が元気な若葉っ子」の設定、そして各活動の意義づけはそのためのもの

です。「若葉の伝統」は、閉校とともになくなるのではなく、統合校『双葉小学校』へ

引き継がれるものと確信しています。

　最後に、閉校に当たりご尽力賜りました北広島市教育委員会の皆様、閉校記念誌に投

稿していただきました皆様、そして何よりも保護者及び地域の皆様には言葉では尽くせ

ないご尽力を賜りました。謹んでお礼申し上げます。

「さあ、今日から新学期、皆さんにとって新しい学校の始まりです」

双葉小学校の開校は目前です。また、新しい気持ちで…。
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さようなら「若葉小学校」

傷

ノ壱

PTA会長

櫻井洋史
若葉小学校の閉校まで、あと半年余りとなってしまいました。開校から37年、2千名

を超える多くの卒業生を送り出した「若葉小学校」の名前が無くなってしまう寂しさが

日に日に強くなってきています。私事ですが、自分自身が広葉小の卒業生でもあるとい

うことで、出身校も同時に無くなってしまうことから、その思いは複雑で寂しさもひと

しおなものがあります。

最後のPTA会長として、また、最後の卒業生の親の一人として、小島校長先生をは

じめ、たくさんの方々に支えられながら、PTAのいろいろな活動に参加させていただ

く中で貴重な経験をさせていただいたことや、若葉小学校での6年間で子どもの成長と

ともに多くの思い出を積み重ねることができたことを深く感謝いたします。

　これからは、双葉小学校として新たな歴史を刻んでいくことになりますが、何事にも

元気な若葉っ子の心を忘れずに持ち続け、大幅に増える新しいお友達と、明るく楽しい

学校生活を送ることができるよう願っております。特に、これまで先生方から繰り返し

ご指導をいただき、若葉小学校の目標ともなっている「笑顔」と「あいさつ」は、新し

いお友達と少しでも早く仲良くなるために、最も重要で、最も簡単な仕種であり、コ

ミュニケーションツールです。新しい仲間にも、先生方にも、見守ってくれている地域

の皆さんにも笑顔いっぱいに挨拶しましょう。

　最後に、歴代のPTAの皆さん、教職員の皆さんをはじめ、子どもたちの安全をこれ

までずっと見守り続けてくださった地域の皆様に対し厚くお礼を申し上げるとともに、

若葉小学校にいただいた今日までの暖かいお気持ちを、双葉小学校の子供たちに対して

もお寄せいただくことをお願い申し上げます。37年間本当にありがとうございました。

さようなら　若葉小学校
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　♂講、 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、着工して間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。
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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、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、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委員長

　　　　　松　本　　　艶

　北広島市は、昭和43年9月に町制を施行した後、昭和45年に道二六広島団地の造成工

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、緑雨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15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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若葉小の特色ある取り組み

　　　　～一人一錦～
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若葉小学校の過ぎし日を想う

前校長　第11代校長

伝住修一
　若葉小学校の思い出は、なんと言っても子どもたちの明るい笑顔です。川本前校長の

あとを引き継いで、毎朝校門で子どもたちを迎えました。トリムコースやカラマツ沿い

の歩道から元気に登校してくる子どもたちとの出会いが毎朝の日課でした。「おはよ

う」「おはようございます」と、子どもたちのさわやかな声を聞くと、私自身も今日一

日がんばろうと意欲が湧いてきたものです。一緒に立ってくださった福山さんや日比さ

んに支えられて、雨の日も雪の日も楽しく続けることができました。

　若葉小学校の子どもたちは、やさしい心に溢れていました。高学年が低学年の子ども

たちの面倒をごく自然にみてくれましたし、特に集会活動や全校炊事などの行事のとき

にはそのよさが発揮されていました。また、ひばり学級の子どもたちにも思いやりに満

ちた心で接してくれていました。学校全体がやさしさに包まれていたように感じていま

した。更に高学年は、冬になると除雪ボランティアに取り組んでくれました。前庭一面

を覆っていた雪が子どもたちの手にかかるとあっという間にきれいになるのを何度も見

ました。子どもたちはそのあと学習に励むのですから大変だったと思うのですが、いつ

も厭うことなく進んで活動してくれる子どもたちをたいへん嬉しく思いました。

　また、若葉小学校は、PTAや地域の方々に支えられた学校でした。　PTAや地域の

方々は、子どもたちのためにとても熱心でいつでも協力的でした。私が勤めた初年度の

運動会は、当日朝まで降り続いた雨で開催不可能な状態でした。会長の人見さん、桜井

さん達が率先して水はけに取り組んでくださり、おかげで無事に開催できたことも懐か

しい思い出です。おやじの会でもキャンプや餅つきなど楽しい活動をしていただきまし

た。また、第二住区の川島会長さん達は、子どもたちに盆踊りの指導を企画してくだ

さったり、防犯活動をしてくださったりするなど、若葉の子どもたちは、本当に素晴ら

しい環境で暮らしていたのだと思います。

　私にとってこのようなよい思い出ばかりの若葉小学校が幕を閉じるのはさびしい限り

です。けれども若葉小学校のこうした良き伝統や校風が、新しい学校に受け継がれてい

くことは間違い無いことでしょう。これからの時代に、若葉の子どもたちがますます活

躍することを願い、また北広島団地地区の更なる発展を祈り、閉校にあたってのエール

といたします。
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「若葉小学校閉校に寄せて」

前PTA会長

人　見　桂　史

　私がPTA会長を務めさせていただいたのは、平成18・19年度の2年間でした。丁度

学校の適正配置に関する審議が行なわれ、1学校12～24学級が望ましいとの答申が出さ

れた頃です。その結果として今年度をもって閉校になるわけですが、我が子、卒業生に

とっては自分が卒業した学校が閉校になるのは大変残念で寂しいことであります。

　しかし、これも子供たちの教育環境がより良くなるためのプロセスであると受け止め、

新たに創設される双葉小学校の発展に期待したいと思います。

　今回の閉校、統合に係る作業はとても大変なものと推察いたします。通常業務を行い

ながらご尽力いただいている現教職員の皆様、PTA会員の皆様、関係者の皆様には本

当に頭が下がる思いです。

　PTA会長の2年間は教職員の皆様の温かいご指導とご協力、そしてPTA会員の皆様

のご協力のおかげで、任期を全うすることが出来ました。

　また、一人の親としても我が子の成長と共に多くの思い出が出来ました。PTA会員

の皆様、特にお父様方とは親父の会のキャンプ、若葉っ子祭の焼き鳥や餅つき等で、昔

からの友人の様に色々な話をし、親しくしていただき、本当に楽しい貴重な時間を過ご

させていただきました。ありがとうございます。

　親の立場から見た若葉小学校の印象は、子供たちが先生方にいつも声をかけてもらい、

子供たちもいつでも自分のことを先生が見てくれているという安心感と自信をもって学

校生活を送っているように思いました。

　今後は双葉小学校として、新たな歴史を刻むことになりますが、新たな友達もたくさ

ん増え、明るく元気な若葉っ子の精神が引き継がれ、楽しい学校生活を送れることを

願っております。

9



　若葉小の特色ある取り組み
～託老クラークさんとの交流～
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　　　平成23年度

若葉小学校教職員

懸鵡

』晒A梱＠一帳

、鎧曙

職名 氏　名 担　任 PTA担当 職名 氏　名 担任 PTA担当

校　長 小島　雅人 教諭 安部　正季 TT指導 事務局次長

教　頭 椿野　次雄 事務局 教諭 吉川　沙代 育　休 一

教　諭 佐藤　昌二 1年1組 おやじの会 養護教諭 室田　憲子 一 広　四

教　諭 内海由紀子 2年1組 文化社会 事務職員 本間　　均 一 会　計

教諭 水口美由紀 3年1組 おやじの会 事務職員 宮崎　　睦 一 会　計

教　諭 大谷　真志 4年1組 広　報 公務補 布目　　誠 一 一

二　諭 乾　　真日 5年1組 文化社会 事務補 工藤祐三子 一 一

教　諭 福田　郁子 6年1組 広　報 相談員 今野　章子 一 一

教　諭 大西裕美子 ひばり1組 おやじの会 配膳員 村瀬　睦子 一 一

難　諭 花田　千知 ひばり2組 広　報 配膳員 国分よし子 一 一

教　諭 田中　　亮 担　外 おやじの会 配膳員 児玉美恵子 『 一
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若葉小の特色ある取り組み

～おやじの曾キやンブ～

　　　　　　＼　　　　　唱賦～ミ＝一

曖難へ．
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ヌ化社会部
鮭＿．＿＿　、、＿．一、副

　環境整備……………5月17日置ランドの草取り、

　　　　　　　　　　石拾い

　閉校記念研修事業…11月力ルビー工場見学予定

　資源回収……………年間3回行っています

　文化社会部は、短年運動会前に子ども達が走りやすいよう、

ケガをしないようにと、グランドの整備を行っています。ま

た、短年内容を工夫して研修会も行っています。：ズィーツデ

コの研修会はかわいい作品が出来上がり、大変好評でした。

　資源回収は、各家庭にチラシを配布し、当日業者により回

収しています。

1L二＿＿＿＿
＿＿一認1

閉校記念誌作成……………5月～10月

若葉っ子祭りPR版発行…11月

　広報部は、例年広報誌の発行や若葉っ子祭

りのポスター・チラシ作成を行っていますが、

今年は若葉小学校が閉校ということで閉校記

念誌発行という大仕事が加わりました。12月

3日の閉校のつどいでの発行に向けて部員全

員頑張っています。

L＿＿＿＿＿＿』
　閉校記念餅つき大会……………6月18日

　閉校記念親子キャンプ…………8月6～7日

　閉校の集い（若葉っ子祭り）…12月3日

　おやじの会は、日頃関係が薄くなりがちな

親爺（おやじ）と児童（子ども）が、時間と体験

を共有しようと平成11年に結成されました。

　これまで、「うどん打ち」「夏休み親子キャ

ンプ」「若葉っ子祭りの焼き鳥」「餅つき」な

ど行ってきました。どの行事も大好評で子ど

も達の楽しそうな表情を見ると本当に嬉しく

思います。

・ゾ O七
　・続瀬

　　　　記臨．’二．
　、　　．　　　　　・　暫」』嚥

　む　　ゾズ　　　リト　ぬりロゆら

　　響　　＼
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學年学級活動

ひばり学級勲繰舞勲臣勲懸想麟

6月15日（水）　茶話会

　　5人全員の参加でした。おかあさんだけ

　の茶話会で、子どもたちの様子を話したり、

　情報交換などをして楽しい時間を過ごしま

　した。

10月17日（月）　給食試食会

　　1年に1回、お母さんと一緒に給食を食

　べる日です。親も子もドキドキ（？）それ

　ともワクワク（？）でしょうか。嫌いなも

　のが食べられるようになったなどの成長を

　感じることができます。

12月2日（金）　学級レク

　　ひばり学級としては、最後の学級レクで

　す。楽しい時間を過ごせるようなものを考

　えています。

7年生繰二四勲糟勲一団無勲索糟沼川勲勲辣辣勲閥繰舞繰無
5月16日（月）　茶話会

　授業参観後、茶話会をしました。佐藤先生が撮った給食の様子や授業中のスライド

写真を見ながら話をしました。入学1カ月経った子どもたちのたくさんの真剣な顔や

笑顔を見ることができて、とても良かったです。また、自己紹介では、子どもの好き

な遊び、娼きなキャラクター、放課後の過ごし方などを全員に話してもらい親交を深

めました。
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10月20日（木）　給食試食会

　　授業参観の前に、親子で食べる予定です。

12月3日（土）　若葉っ子まつり

　　「コインおとし」「あめすくい」の予定

　です。

2月27日（月）　お楽しみ会

　　若葉小学校最後の1年生！！その1年間

　の集大成が見られるようなイベントを企画

　中です。

2年生辣勲無煙繰熱糊勲懸繰嚢糖繰鶴糟繰辣糟麟糟辣乗辣勲
7月5日（火）　茶話会

　　内海先生を囲み、多くのお母さんが参加

　しました。

　　お茶を飲みながら『最近家族で流行って

　いること』『うけたご飯』等、聞きたいこ

　とを紙に書いてもらい、＜じ引きで答えて

　もらいました。

　　和やかなひと時を過ごすことができまし

　た。

10月20　日（木）　親子レク

12月3日（土）　若葉っ子まつり

2月27日（月）　親子レク

　　お菓子作りを予定しています。

親子ドッジボールや綱引きを予定しています。

＜じ弓1きやボーリングなどのグームをする出店を予定しています。

こ～こ＝

　一　　一　」

製一
lP新rプ

　　　　　　一硬，

　3年生勲鼎勲勲勲燥勲辣鯉練磯鎌
　5月12日（木）　茶話会

　　　お菓子を食べながら、一年生を迎える会

　　のビデオを鑑賞しました。

　7月16日（土）　スーパードッジボール大会

　　（総合体育館にて）

　　　毎年恒例の3、4年生によるドッジボー

　　ル大会に参加しました。週2回、放課後、

　　学校の体育館で特訓しました。結果は、1
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　勝2敗とちょっと残念な結果でしたが、4

　年生を相手にみんなよくがんばりました。

11月30日（水）　給食試食会

　　水曜日は、麺の日なのでワクワクしてい

　ます。

12月3日（土）　若葉っ子まつり

　　くじ弓1き、型抜き、射的の店になる予定

　です。

2月28日（火）　親子レク

　　3、4年忌合同でミニ運動会を計画中です。

4年生晶晶油糟晶晶油糟勲勲舞
5月12日（木）　茶話会

　　お菓子を食べながら、新しい1年間の行

　事予定などを話しました。

6月7日（火）　母親だけのランチ会

　　たくさんのお母さんが参加し、おいしい

　食事と楽しい会話で癒しのひと時を過ごし

　ました。

12月3日差土）　若葉っ子まつり

　　最後の若葉っ子まつりで冬の開催のため、

　心温まる催しにしたいと思います。

2月28日（火）　親子レク

　　3、4年生合同でミニ運動会を計画中です。

5年生糟勲無辣燥燥勲繰糟麟一一懸勲晶晶晶晶辣繰勲敦順順
5月9日（月）　茶話会

　　授業参観後、茶話会をしました。

　　自己紹介も含め、最近の子どもの様子な

どを話しました。

7月25日（月）　親子レク

　終業式の後、焼肉パーティーをしました。

　おなか一杯になった後、親と子どもみん

なで、キックベースボール大会をしました。

　暑い日差しを浴びながらも、元気にとて

も楽しい時間を過ごすことができました。
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12月3日（土）　若葉っ子まつり

　　友愛セール、乾茶屋の出店を予定しています。

2月29日（水）　親子レク

　　お楽しみ会を予定しています。

瞭

㌃フ．

　直

会

＼

6年生繰勅勲勲＊勲勲繰辣勲舞舞
7月6日（水）　茶話会

　　授業参観後、お菓子と飲み物を用意し、

　“母親同士の事をもっと知ろう“という目

　的で、ひとりずつ「マイ・ブーム」につい

　て発表しました。子どもの事以外の情報交

換の場にもなり、楽しいひと時を過ごしま

　した。

7月15日（金）～16日（土）　お泊り会

　　学校から帰宅後、準備をして再び学校へ。

親子でカレーライスとフルーツポンチを作

　り、カレーを煮込あ間にミニバレーでひと汗流しました。タ食後は線香花火大会、プ

　チ学校探検と盛り上がり、その後、親は解散しました。子どもたちは自由に一晩過ご

　し、ほとんどの子どもが眠い目をして朝を迎え、朝食は予備として準備した補食おに

　ぎりも完売するなど、食欲も満点、楽しさも満点な会となりました。

12月3日（土）　若葉っ子まつり

　　喫茶物τ35”を開店します。

　子どもたちが好きな洋食系メニュー

を揃え、おもてなしする予定です。

3月1日（木）　卒業を祝う会

　　午前中“6年生を送る会”を見学し、

その後、親子昼食会を開催する予定で

す。子ども・親からの発表を交え、小

学校生活の良い思い出になる会となる

よう考案中です。
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／’

若葉小学校37年間の歴史

рｽちの知らない歴史がここに…

llll

乙　　　　　　　　　　　甜……こ」

若葉小学墨画鋏時、λ学式は図工室で、

　傭育は廊下や屋上で行われていた

蛎罰ρ、』　　∵π @　昭和50年の開校時は未完成な所も多くいろいろな場所を使っ

　認　　　一　”層　て授業を行っていたそうです。30周年記念誌によると、開校当

　　　　　　　　　時は体育館がなかったため、体育の授業は職員室前から児童玄

ど　　　　霜　猷　　関の廊下を使用して跳び箱やマット運動をしたり、昼休みは、

　　　　　　　　　屋上で遊んでいたそうです。冬のスキー授業は、当時まだな

かった白樺プール奥の崖を滑っていたとのこと。知らなかった…

若葉小学絞には、三品指定のジャージがあった

　「自校に対する所属感や誇りを持つ子に育てたい・集団

行動における把握が容易・体育的集団学習における美的表

現が可能・安価で全員が揃えられる」ということから着用

を勧めてきましたが、子供達のメーカー志向や保護者から

の見直しや改善の声が上がり、昭和63年ついに廃止になり

ました。
∴＿翫．謁朝融r，．一＿．．．。鷺，＝忽配置隔日

男子は緑色、女子はオレンジ色の上下短パン

傭育館の壁にあったバ几ウン星人とガキデカの絵は

　　　　　　第π回卒業生の作品である

平成元年に行われた「はまなす国傭」炬火リレーで、

　　　　若葉小学版から10人の児童が参加した
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　　　　若葉小學絞では、冬になるとグランドに

スケートリンクが作られスケート学習が行われていた

　昭和51年12月25日、若葉小学校にスケートリンクが造られ、スケート学習が行われて

いましたが、児童が雪踏みをして先生の車で圧雪・深夜の散水を5日間続け、凸凹を何

度も削り、また散水という作業を職員と保護者で行っていたそうです。子供たちに、寒

さに負けず自分の力を伸ばしてほしい、とスケートリンク造りは続けられましたが、平

成2年には造成を業者に委託することに…しかし完成後の除雪問題や暖冬で、平成7年

にスケートリンクは廃止になりました。

若葉出學絞では、「一人ボー几1個運動」や

「進級縄跳び」をしていたことがある

　昭和58年から3年間、文部省（現在の文部科学省）ならびに教育委員会からの指定を

うけ「体力作り」実践推進校として取り組むことになり、その一環としてこの「1人

ボール1個運動」が行われました。ボール運動は瞬発力ばかりでなく、背筋などの筋力

をつけるのに役立ちますが、継続的に行うことが良いとされ、冬休みにはボールを家に

持ち帰り家族で運動に励んだということです！「進級縄跳び」は低・中・高学年にわけ、

学年に応じた種目でテストが行われていました。この功績が認められ、昭和61年には体

力づくり実践優良校として全国表彰されました。ちなみにく若葉ストレッチ〉も推進指

定の一環：として、当時いた先生が動きを考え昭和59年の運動会で初披露され、20年たっ

た現在では運動会の準備運動としてすっかり定着しました。

若葉小學絞友嚢セー几（現在の若葉っ子祭り）で

　　　　　　野菜を売っていたことがある

　昭和51年から始まった友愛セールは当初、図工室と玄関前を

会場としたフリーマーケット形式で行われていました。1時間

以上前から行列ができ、開場と同時にどっとなだれ込む盛況ぶ

りで、じゃがいもやとうもろこし、かぼちゃの野菜類が飛ぶよ

うに売れていたそうです。衣類・自転車・スキー・炊飯器など

の生活用品も人気でしたが、一番人気はウイスキー類だったそ

うです。

r）

たくさんの衣料品を品定め
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　　　　　　閉版記念「なんでもランキング」」

①好きな遊びは、なんですか？

7年生 2年生
1位…レゴブロック 1位…野球

2位…ドッチボール 2位…おにごっこ

3位…おにごっこ 3位…ブランコ

4位…サッカー 4位…ドッチボール

5位…おうちごっこ 5位…てつぼう

その他 その他

なわとび・たたかいごっこなど かくれんぼ・本をよあことなど

3年生 4年生
1位…おにごっこ 1位…けいドロ

2位…サッカー 2位…ドッチボール

3位…野球 3位…グーム

4位…ドッチボール 4位…絵をかく

5位…けいドロ 5位…サッカー

その他 その他

ふえおに・DSなど サイクリング・プールなど

5年生 6年生
1位…サッカー 1位…サッカー

2位…野球 2位…グーム

3位…ドッチボール 3位…おにごっこ

4位…言葉しりとり 4位…そとあそび

5位…ひなたぼっこ 5位…ドッチボール

その他 その他

バトミントン・逃走中など 木登り・テニスなど

一49一



②好きな芸能人は、だれですか？

7年生 2年生
1位…こじまよしお 1位…こじまよしお

2位…たのしんこ

R位…はんにゃ
罫

2位…たのしんこ

R位…しあらけん

4位…前田あっこ

その他 その他

ウォンビーロングをおどっている人 もう中学生など

3年生 4年生
1位…嵐 1位…嵐

2位…あしだまな 2位…AKB48
2位…ベツキー 3位…はんにゃ

3位…ダルビッシユ

4　り
@　ζ彪

」壽

繋額零
その他 その他　　馨鼎

大泉洋

5年生 6年生
1位…嵐 1位…AKB48
2位…あしだまな 2位…阿部サダヲ

3位…木村拓哉 3位…嵐

騰♪　　｝．

　　　　　　一

P

～　琴
》

．憐一@　　　　う
その他　　　、一幽1らいり、

その他

水谷豊・イモトあやこ ジヨニーデップ・ギター侍
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③いま、一番ほしいモのは、なんですか？

1年生 2年生
1位…3DS 1位…なし
2位…Wi11　　　　　　や■“ 2位…WilI

3位…グームソフト 3位…DS

4位…おもちゃ 4位…犬

5位…犬 5位…カードグーム

その他 その他

おもしろけしごあ・スキー板・ピアノ えんぴつ・カッパ・＜っしたなど

3年生　　　　　　　　の．、 4年生
1位…人形　　　　　　　　漕・吻　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　葛

1位…3DS
2位…えんぴつ　　　　　　　　　　　　　　　浄

R位…本（攻略本）・　　　　　∂

2位…WilI

R位…PSP　　　　　　・　　　　　　　　　　　　・＿ジ

4位…スケボー 4位…スケボー

5位…動物（ネコ・サル） 5位…グームソフト

その他

東北の人たちの元気、笑顔 その他

直江丁丁の甲冑など 1人部屋・妹・PCなど

5年生 6年生
1位…お金　　　　　　　曽 1位…ゲーム（3DS・PSP・DS－i）
2位・・嵐のグッズ　＄ 2位…動物（犬・ねこ・ハムスター）

3位…本　　　　　　q 3位…お金

4位…CD 4位…ドラえもんのポケット

5位…犬 5位…CD

凶

こ》　乙

その他

その他 ハレアル銀貨・神の力・AKB48の握手会

しゃべる地球儀・身長・自由など チケットなど
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④傭み時間、どんなあ乞びをしていますか？

7年生 2年生
1位…かいせんとう

Q位…ブランコ

1位…おにごっこ　　　　　δ♂
@　　　　　　　　　　　　　　ゆQ位…サッカー　　　　酪

3位…ドッチボール 3位…ブランコ　　　　　　君

4位…サッカー 4位…ドッチボール

5位…おにごっこ、とんぼさがし 5位…外でおうちごっこ

その他

いろんなこと

3年生 4年生
1位…ドッチボール 1位…おにごっこ

1接：：：藷⊇こ　（〉毫 2位…けいドロ

R位…本をよあ

4位…けいドロ 4位…ドッチボール

5位…ゆうぐあそび 5位…お絵かき

その他 その他

花かざりをつくっている 係活動・マンガをかいているなど

5年生 6年生
1位…絵をかく 1位…サッカー　　㊤’
2位…おにごっこ

　　　　　　　　　　　　　口2位…おにごっこ

3位…パソコン 3位…ドッチボール

4位…サッカー 　　　　　　　　　　　　　　　識S位…そとあそび

5位…ドッチボール・読書・ブランコ 5位…コンピューターでお絵かき・みん

なと絵をかく

その他

その他 夏は外でまったり、冬は体育館でおに

友達と校内ウロウロ・マンガつくり ごっこ
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⑤好きなうたは、なんですか？

1年生
1位…すてきなともだち

2位…ボケモンいえるかな

3位…マルマルモリモリ

4位…スイートブリキュア

5位…モンスター

その他

トラブル．メーカー・校歌など

3年生
1位…マルマルモリモリ

2位…ボケモンいえるかな

その他

すてきな友達・心のファンファーレ・バ

クガン・イナズマイレブン・ラブソース

イート・にじ・ジェットコースターラブ

など

5年生
1位…5×10（嵐）

2位…夏コイ～2010バージョン

　　　　　　　　　（いきものかかり）

その他

ブルーバード・マイガール・フルーツバ

：ズケット・パラレル・ウィアー・トラベ

ルメーカー・会いたい・エール・エブリ

ディカチューシヤなど

2年生
1位…ベビーローテーション

2位…となりのトトロ

2位…校歌

3位…モンスター

3位…マルマルモリモリ

その他

ベストウイッシュ・おんがくのおくりも

の

4年生
1位…モンスター

2位…ありがとう（いきものがかり）

3位…キセキ

4位…マルマルモリモリ

5位…つながり一ヨ

その他

嵐の歌全部・すてきな友達・会いたかっ

た

6年生
1位…エブリディカチューシヤ

2位…ヘビーローテーション

その他

リンク・アイウァズボーントゥラブユー

・ワンピースオープニング・ロータ：ズ・

べ：ズトフレンド・サムライハート・あり

がとう・AKB48
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⑥好きなテレビは、なんですか？

7年生
1位…ボケツトモンスターべ：ズトウィツ

　　シュ
2位…たまごつち

3位…仮面ライダーオーズ

4位…海賊戦隊ゴーカイジャー

5位…スウィートプリキュア

その他

金曜ロードショー・はなかっぱ・天装戦

隊ゴセイジャーなど

3年生
1位…ポケットモンスターベストウィツ

　　シュ
2位…世界の果てまで行ってQ！

3位…イナズマイレブンGO

4位…仮面ライダーオーズ

5位…マルモのおきて

その他

デカワンコ・天オ！志村どうぶつ園・

美男（イケメン）ですね・シヤキーン！

5年生
1位…マルモのおきて

2位…嵐にしゃがれ

3位…ドラマ

4位…ONE　PIECE

5位…ザ！世界仰天ニュー：ズ

その他

ザ！鉄腕！DASH！・ピラメキーノ・ピ

タゴラスイツチ・フエアリーテイル

2年生
1位…マルモのおきて

2位…名探偵コナン

3位…ONE　PIECE

4位…ボケツトモンスターべ：ズトウィツ

　　　シユ

5位…プロ野球

その他

トムとジェリー・ルパン三世・ダンボー

ル戦記

4年生
1位…マルモのおきて

2位…ボケツトモンスターベストウィツ

　　　シユ

3位…たまごつち

4位…ONE　PIECE

5位…逃走中

その他

水曜どうでしょう・ネプリーグ・怪物く

ん・イナズマイレブンGO

6年生
1位…マルモのおきて

2位…まじすか学園

3位…ONE　PIECE

4位…これってアリですか？

5位…名前をなくした女神

その他

嵐にしゃがれ・サザエさん・大改造！劇

的ビフォーアフター
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　　　2006年度
～6年生を送る分～
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37年の歩みを振り返る
〈昭和49年度〉

〈昭和50年度〉

3月23日

2月2日
3月17日

3月30日

4月　1日

町議会で若葉小学校設置予算を議決

校舎建築に着工

校舎第1期工事完成（普通教室8）

若葉小学校PTA設立総会

若葉小学校開校　12学級　児童348名

四旧

．　　］

　　　　　　　　4月30日

　　　　　　　　6月　1日

　　　　　　　12月25日

　　　　　　　　1月19日

〈昭和51年度＞　4月　1日

　　　　　　　　6月30日

　　　　　　　　9月11日

　　　　　　　　9月30日

〈昭和52年度＞　4月　1日

〈昭和53年度＞　4月　1日

　　　　　　　　1月

〈昭和54年度＞　4月6日

　　　　　　　　6月24日

　　　　　　　ll月9日

　　　　　　　　1月20日

〈昭和55年度＞　4月7日

　　　　　　　　1月21日

〈昭和56年度＞　4月7日

　　　　　　　10月　1日

〈昭和57年度＞　4月6日

　　　　　　　　6月　1日

〈昭和58年度＞　4月4日

　　　　　　　　4月6日

　　　　　繭
　　　　㌧，張戯ぞ、．

開校式・祝賀会開催

校舎第2期工事着工

校舎第2期工事完成（体育館、普通教室12）

高台小学校へ児童169名分離

13学級（特牛1）　児童380名

学校環境緑化事業による緑化園完成

友愛セール開始

前庭（若葉の園）完成、グランド整備

15学級（特学1）　児童409名

16学級（特学1）　児童452名

スケートリンク造成

16学級（特学1）　児童499名

中庭に小公園完成

広教研研究中心校公開

研究発表会開催

グランドに外便所完成

17学級（特学2）

児童523名

昭和54年度石狩管内

教育実践奨励賞受賞

17学級（特学2）　児童487名

爵

築山完成

16学級（三三2）

児童480名

17学級（特学3）

児童484名

文部省

「体力づくり研究指定校」認定

16学級（七回3）　児童494名
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〈昭和59年度〉 4月　1日　16学級（特学3）　児童492名

11月18日　開校10周年記念式典挙行、祝賀会開催

〈昭和60年度〉

〈昭和61年度〉

〈昭和62年度〉

〈昭和63年度〉

〈平成元年度〉

〈平成2年度〉

〈平成3年度〉

〈平成4年度〉

〈平成5年度〉

〈平成6年度〉

4月6日
6月25日

！0丹4日

10月25日

4月6日
11月20日

2月15日

3月15日

4月6日
9月27日

4月6日
6月

4月6日
10月

4月6日

4月6日
10月22日

4月6日
4月28日

6月25日

9月12日

4月6日

4月6日
5月　1日

5月20日

7月

9月3日
11月19日

11月27日

，蔀『野μ羅幾
　　，画　　艦
　　　　　　　　　　　　■顧

14学級（特学2）

中庭に緑化事業による庭園完成

文部省指定「体力づくり研究発表会」開催

北海道体力優良学校として表彰

14学級（特学2）　児童423極

体力づくり実践優良校として全国表彰受賞

広島町善行賞受賞（ボランティア活動）

放送関係AV機器一式新設

14学級（特学2）　児童439名

石狩管内青少年科学技術振興作品展で、石狩教

育長賞を受賞

14学級（特学2）　児童419名

グランド屋外放送施設整備

14学級（経学2）　児童385名

校庭に遊具リングラダー設置

14学級（特学2）　児童377名

14学級（特学2）　児童353名

校舎グランド側に時計設置

13学級（特薦1）　児童348名

校庭に遊具回転グローブジャングル設置

西側中庭に緑化事業による庭園完成

学校五日制実施、第2土曜日休業日実施

13学級（医学1）　児童338名

13学級（特学2）　児童303名

12学級（特学1）　児童302名

開校20周年記念花壇完成

↑10周年の記念施設として建てられました。

　　　　児童445名

校舎大改修第1期工事

開校20周年記念講演会

広教研研究中心校

研究発表会

開校20周年記念式典、

記念祝賀会
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〈平成7年度〉

〈平成8年度〉

4月

4月6日
7月

2月

4月6日

6月11日

8月20日

9月　1日

　　　　　　　　1月

〈平成9年度＞　4月7日

　　　　　　　　8月21日

　　　　　　　　9月21日

〈平成10年度＞　4月6日

　　　　　　　　1月25日

〈平成11年度＞　4月6日

学校隔週五日制実施

11学級　児童289名

校舎大改修第2期工事

スケート記録会（最終）

11学級（特学1）

児童263名

ボランティア活動（2年生）

（エスポワール北広島訪問）

　　　　　　　　　　｝∵7寒

聯事　　・需
　　　　副い’．　　　　　耳

払

国際ソロプチミストボランティア奨励賞受賞

市制施行行事参加

市制施行により学校名が「広島町立」から「北広島市立」に変更

スキー学習開始

11学級（特学2）

児童262名

国際交流の集い

体育館ギャラリー暗幕更新

11学級（特学2）

児童247名

牛乳パック回収運動開始

9学級（特学2）

児童218名

4月10日　PTA特別委員会「おやじの会」発足

〈平成12年度〉

〈平成13年度〉

1月14日

2月11日

4月6日
8月18日

9月6日

2月7日
2月15日

4月

4月6日

6月9日
9月29日

9月30日

2月21日

一望・」

国学にシャワー設置

青少年善行賞受賞

9学級（灘崎2）　児童217名

体育館ギャラリー改修工事完了

介護支援者との交流会（3年生）

託老クラークとの交流（1年生）

放送設備更新工事完了

学校完全週五日制開始

9学級（特学2）　児童206名

スーパードッチ参加（3・4年生）

ヒルティー文化祭参加（5年生）

ティーボール大会参加（6年生）

総合学習「新1年生と交流しよう」幼稚園児と交流（4年生）
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〈平成14年度〉 4月　5日

5月

5月14日

7月18日

7月19日

8月11日

9月18日

10月22日

12月7日

〈平成15年度＞　4月6日

〈平成16年度〉

6月3日

7月8日

8月27日

11月18日

2月10日

4月6日
5月6・7日

9学級（特学2）　児童205名

パソコン整備、機器設置工事完成

春の遠足（最終）

防犯ベル寄贈（第2住区より）

若葉っ子集会（最終）

ビオトープ設置

リングプル容器贈呈式

若葉小教育協議会開催

いちにのジャンプ大会

参加（3～6年生）

9学級（特学2）

児童212名

なかよしお弁当の日

避難訓練（不審者対策）

市立図書館移動図書

「豆次郎」歓迎集会

NHK放送体験（5年生）

北広島市模範活動奨励賞受賞

9学級（特学3）　児童197名

開校30周年記念植樹

（ブナ、ミズナラ、クリ、ウメ）

堕騨塵1塑幽瞭l
l平成16竃祝『勘璽3σ意窮

5月30日

10月23日

11月19日

12月4日

開校30周年記念大運動会

開校30周年記念学芸発表会

広教研研究中心校研究発表会

開校30周年記念集会
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〈平成17年度〉

〈平成18年度〉

4月6日

1月30日

2月9日

4月6日

7月27日

8月24日

10月26日

8学級（特学2）　児童198名

職員玄関オートロック化

職員室パソコン設置

10学級（特学3）　児童191名

サマーセーフティーキャラバン隊

子ども大使壮行会

子ども大使歓迎集会

小さな親切実行章受賞（児童会）

〈平成19年度〉

〈平成20年度〉

4月6日

11月9日

4月6日
10月30日

12月4日

12月24日

1月8．9日

9学級（特学3）　児童181名

自由参観日

9学級（特学3）　児童171名

児童用パソコン新設

玄関前外灯センサー化

光回線化

校舎耐震壁査

〈平成21年度〉 4月6日

12月28日

1月4日

10学級（特学4）　児童175名

プロジェクター設置

校内ラン整備
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懸

聴叢

〈平成22年度〉

＿＿一凶羅翼

4月6日

6月29日

7月24日

10月18日

3月4日

8学級（特支2）　児童165名

ジュニアコンサート（6年）

広葉小学校との交流学習

小さな親切実行章受賞（児童会）

ちよいボラ寄贈式

〈平成23年度〉 4月6日

5月28日

6月

11月12日

12月3日

12月17日

3月18日

8学級（特支2）　児童158名

閉校記念大運動会

改築工事開始（1月末まで）

閉校記念学芸発表会

若葉小学校　閉校の集い

4校合同閉校式

第37回卒業式

　　美’巽≦

灘♂

き三釜諺i…霧
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⑳　札株北
○　幌式広
一　市会島
一　白社若
1　石官葉
全署隼
丁罷校
全審書鱗
八15丁　部
六号目

閉
校
記
念
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志橋辻藤佐寺広
村歪林野藤田　報

聡けみ雪笹部
認みき江香恵

花室大福
田田谷田

千憲真言
知子志子
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