平成３０年３月２４日 №１４

大曲東小学校「学校だより」
教育目標～心ゆたかに未来をひらく東小の子
すすんで学ぶ子
仲よく助け合う子
ねばり強くやりとげる子 明るく元気な子
「早寝・早起き・朝ごはん」に 家庭学習を

平成３０年度 前期 児童会役員 決定
児童会役員選挙を２月２２日に行いました。３０年度の
児童会のエンジンとして活躍することを期待していま
す。以下の５名のみなさんが役員に選ばれました。

一年間のご協力に感謝して
厳しい寒さが続いた冬も過ぎ，春の芽吹きを誘う暖かな日差しが降り注ぐ季節となりました
。保護者ならびに地域の皆様には，この一年間，本校の学校教育活動に対しましてご理解，ご
支援を賜り厚くお礼申し上げます。
さて，３月１７日（土）には第２６回卒業証書授与式が行われ，小学校６年間の課程を終え
た６８名の卒業生が夢と希望を胸に大曲東小学校を巣立って行きました。
卒業式を迎えた当日の子どもたちは，どの子も引き締まったよい表情をしていました。お世
話になった方々に心から感謝する「ありがとうございます」の思いとともに，小学校生活最後
の学習の場である「卒業式」にしっかりと臨もうとする姿勢や意気込みを強く感じとることが
できました。
式の中では，「挑戦」という言葉を卒業生に贈りました。自分の夢を実現するために，なに
が必要なのか，なにをすべきなのかをしっかりと考え，自分の可能性を信じて「挑戦（チャレ
ンジ）」してほしいと思います。
卒業生は大曲中学校をはじめ，それぞれの中学校に分かれて進学します。自分の持ち味を活
かして大いに活躍してくれることを期待しています。
先輩の後を引き継ぐ在校生には，さらなる新たな夢や希望をもって意欲的な学校生活を送り
ながら「生きる力」をしっかり身につけてほしいと思います。
ご臨席いただきましたご来賓の皆様には，重ねて感謝とお礼を申しあげます。ありがとうご
ざいました。

◎会長

〇〇

〇〇さん（新６年）

◎副会長

〇〇

○○さん（新６年）

◎副会長

○○

○○さん（新５年）

◎書記

○○

○○さん（新５年）

◎書記

○○

○○さん（新４年）

『６年生を送る会』
どの学年も心のこもった
発表でした。６年生発表
の“見たことのない跳び
箱ショー”にみんなの目
が釘付けでした。いい思
い出が作れました。

『教えて！大先輩』
本校初のキャリア教育のス
タイルでした。８名の方を
講師としてお招きして、子
供たちに質問を受け、自分
の職業感を語ってもらいま
した。

日

曜日

給食

相談員

1

日 学年始休業～5日

2

月

3

火

4

水 転入受付13:30

5

木 新6年登校9:00

6

金 着任式・始業式・入学式 交通安全指導
P朝の交通安全指導(旧3年)

×

○

7

土

8

日

9

月 交通安全指導 P朝の交通安全指導(旧3年)
学級写真①
火 図書館開館 P朝の交通安全指導(旧3年)
身体測定(5,6年)

△１

○

△１

○

11

水 B日課 標準学力検査(2～6年 国算)

△１

12

木

△１

13

金 B日課 知能検査(2,5年) 児童委員会S
身体測定(3,4年)
身体測定・視力聴力検査(なかよし)
土 土曜授業(地域公開日・3時間授業)
学校経営説明会 学級懇談 全校集会
PTA総会 PTA役員顔合わせ

10

14

４月からは新年度がスタートします。８５名（予定）の新１年生が入学してきます。私たち
教職員一同，子どもたちの確かな成長のために努力していく所存です。
春休み中は，自転車による交通事故や雪解け水による事故の増える時期です。「とび出さな
い」「川や配水池には近づかない」など，悲しい事故から子どもたちを守るためにも，それぞ
れのご家庭での指導と遊びに出かける時の「言葉かけ」をお願いいたします。
地域の宝である子どもたちの健やかな成長のためには「地域全体で子どもを守り育てる体
制づくり」が重要です。学校・家庭・地域が連携した「地域の絆をつなぐ地域とともにある学
校づくり」を目指します。今後とも，変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

北広島市立大曲東小学校長

菅原

聡

北海道国語教育連盟の校長先生方による最終審査を経
て、○○ ○○さん(６－２)が、『患者さんが安心で
きる外科医になりたい』という題で、佳作をとりまし
た。

△１

×

日

16

月 4時間授業給食あり(1年給食開始)
学級写真② 視力検査(4年)
歩行指導(1,2年) 1年入門期読み聞かせ
火 全国学力・学習状況調査(6年 国算理)
視力聴力検査(3年)
水 B日課 視力聴力検査(5年)
歩行指導予備日

○

19

木 4時間授業 家庭訪問① 視力検査(6年)

○

20

金 4時間授業 家庭訪問② 視力聴力検査(2年)

○

21

土

22

日

23

月 １年普通日課開始 児童委員会 1年入門期読み聞かせ
視力聴力検査(1年) 朝のちょいスポ(高)
火 4 時間授業 家庭訪問③
視力聴力検査(2 年) 朝のちょいスポ(中)

○
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☆彡「青少年に夢と希望を」
作文コンクール『佳作』

身体測定(1年) P朝の交通安全指導(旧5年)
身体測定(2年) P朝の交通安全指導(旧5年)
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今年度は「自己有用感に裏付けられた自尊感情を持つ子どもの育成 ～一人一人が主役で
ある東小っ子・感動・勧働・汗動のある学校を想像する～」を学校課題に設定し，学校教育活
動を推進してきました。子どもたちのやる気と自己有用感を高めるために子どもたち一人一人
を「認めて，ほめて，励ます指導」を進め，「愛される・ほめられる・役に立っている・必要
とされる」ことで「子どもが幸せを感じる学校」を目指してきました。
「支持的風土のある学級づくり」や「縦割り班での清掃活動」，「なかよし給食交流」，児
童会活動やクラブ活動，６年生による１年生のお世話など，異なる年齢集団による交流活動を
通して，「自分にはよいところがある。」「自分はやればできる。」「自分は愛され，居場所
がある。」
「自分は必要とされ，役に立っている。」などの「健全な自尊感情」がはぐくまれています。

校内行事・対外行事等

○
○

☆彡「道新新聞ぬりえ大会」『銀賞』

24

「ぶんちゃんとスポーツおうえん」をテーマにして、
1462点の応募作品の中から、○○○○さん(１－２)が
銀賞を受賞しました。

25

水 B 日課 内科検診(2,4,6 年) P 臨時役員会

○

26

木 4時間授業 家庭訪問④ 朝のちょいスポ(低)
P臨時役員会
金 4時間授業 家庭訪問⑤ １年生を迎える会
P臨時役員会

○

☆彡「管内どさん子元気アップチャレンジ」
長縄跳び選手権（団体）
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小学校部門第１学年

28

土

29

日 昭和の日

30

月 振替休日

１位
２位
３位

大曲東小【ひがし０１Ｅチーム】６１０回
大曲東小【ひがし０１Ｄチーム】５２０回
大曲東小【ひがし０２Ａチーム】４７５回

※４月の帰宅時刻は、午後５時です。
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○

○

○

○

○

転出職員からのお別れの言葉
主幹教諭

遠山

昌志【日高管内新ひだか町へ教頭昇任】

大曲東小学校に赴任したのが１０年前ですが、昨日のことのように思います。卒業していった子どもたちも
今は大学生となったり、立派に仕事をしたりしています。月日の過ぎ去る早さに驚くばかりです。いろんな学
級の子どもたちとふれあえたこと、たくさんの保護者や地域の方とお会いできたこと、理科を通じて多くの方
と知り合うことができたことに感謝いたします。たいへんありがとうございました。 大曲東小学校の子ども
たちが、心豊かに未来をひらいていくことを日高の空の下で願っています。

教諭(担任外)

苫米地

幸子【定年退職後北広島市で再任用】

昭和５５年４月。教育の右も左もわからず教師としてスタートしました。未熟な私でしたが、たくさんの子
どもたち、保護者の皆様、地域の皆様に支えて頂きながら、何とか無事に終えることができました。最後の学
校となりました大曲東小学校の子どもたちとの思い出や保護者の皆様との交流は感慨深く、最後の学校として
勤務できたことを嬉しく思います。心より感謝申し上げます。今後の皆様のご健康とご活躍をお祈りいたしま
す。

教諭(担任外)

田中

えり【恵庭市へ】

大曲東小では、産休・育休を含め６年間お世話になりました。最初はなかよし学級担任として、最後の1年
間は特別支援コーディネーターとして、大変実りのある時間を過ごすことができました。お別れするのはとて
も寂しいですが、東小の子供たちが毎日楽しく希望をもって学校生活を送ることができるよう、心から祈って
います。児童の皆さん、保護者の皆様、本当にありがとうございました。

教諭(１年１組

担任)

久田

担任)

佐伯

志帆【千歳市へ】

大曲東小学校では、４年間の育児休暇を含め１０年間お世話になりました。明るく素直な子どもたちと、温
かい保護者の方々や地域の皆様に支えられ、大変充実した毎日を送ることができました。皆様から教えていた
だいたことを胸に、新任地でも努力して参りたいと思います。本当にどうもありがとうございました。

教諭(４年１組

担任)

難波

暁【千歳市へ】

私が東小に赴任したのは６年前で、先日卒業した６年生が入学した年です。東小では低学年、高学年、中学
年と色々な学年を持たせてもらいました。みんな人なつこい子たちで、楽しい思い出ばかりです。保護者の皆
様には、学級レクをはじめ、バザーやトイレ掃除、スキー学習、ミシンサポーターなど、本当にお世話になり
ました。６年間、ありがとうございました。素晴らしい東小の子どもたちのこれからの活躍を楽しみにしてい
ます。

教諭(５年１組

担任)

堂山

担任)

阿部

聖見【千歳市へ】

本校へ赴任したのが６年前。先日卒業した６年生とともに、私の学校生活もスタートをしました。高
学年を受けもつことが多かったのですが、朝のちょいスポ運動や縦割り班清掃の中で、たくさんの子ど
もたちと触れ合うことができたことは思い出です。何よりも子どもたちが笑顔いっぱいに、体を動かし
て遊んでいた姿は、私のエネルギーにもなりました。保護者の皆様、地域の皆様のあたたかいご支援・
ご協力に感謝の気持ちでいっぱいです。６年間、ありがとうございました。

教諭(２年１組

担任)

大和

大祐【育児休業】

来年度１年間、子どもの養育のためお休みさせていただくことになりました。大曲東小学校の子ども
たちと３年間楽しく充実した日々を過ごさせていただき、教師としてもたくさんのことを学ばせていた
だきました。ひとえに保護者のみなさまと地域のみなさまのご理解・ご協力のおかげと思っております
。お世話になりました。ありがとうございました。１年後、さらに成長した子どもたちと再会できる日
を楽しみしています。

非常勤講師

北山

幹雄【任期満了につき退職】

算数の講師として本校に勤務するようになってから４年が過ぎました。子どもたちとふれあいながら
元気に暮らす生活が名残惜しく、ついつい４５年間も教員を続けてまいりましたが、これで終わりにい
たします。私に生きるエネルギーを送り続けてくれた、今と昔のたくさんの教え子たちと保護者の皆様
に、心より感謝しながらのお別れです。

舞子【石狩市へ】

今では高校生・中学生となって、立派に活躍している卒業生と過ごした３年間。目を輝かせて小学校生活を
スタートさせた現１・３年生と過ごした３年間。どちらも、たくさんの思い出に溢れ、充実した日々を過ごさ
せて頂きました。東小は離れますが、出会った子どもたちや保護者の皆様とのご縁は永遠です！またどこかで
お会い出来る日を楽しみにしております。６年間、ありがとうございました。

教諭(１年３組

教諭(６年１組

早苗【十勝管内豊頃町へ】

あっという間の２年間でした。１年目は外国語活動の巡回指導員として高学年と一緒に楽しく学習し、２年
目は、５年１組の担任として元気で素直なこともたちと共に、充実した日々を過ごしました。保護者の皆様か
らたくさんのご支援をいただき、深く感謝しております。大曲東小学校の皆様のますますのご活躍をお祈りい
たします。

事務職員

水口

裕紀子【任期満了につき退職】

１年間という短い期間でしたが大変お世話になりました。
明るく元気でとても素直な子ども達に囲まれて過ごした1年間は、とても充実しておりました。事務職
員という仕事は職員室にいることが多いのですが、「写真を撮ってくれる先生・嵐が大好きな先生」と
子ども達には覚えてもらっていて、沢山子ども達と接する機会がありました。いつもニコニコと笑顔で
話しかけてくれる子ども達のことは一生忘れません。
色々な経験をさせていただいて楽しい時間をありがとうございました。

事務補助員

八鍬

晶子【任期満了につき退職】

職員室での業務だったため、あまりかかわることが出来ませんでしたが、大曲東小学校、広く開放的
な校舎、元気な挨拶、休み時間のにぎやかな笑い声、毎日子ども達の姿に元気をもらい、今日もがんば
ろうという気持ちになれました。大変お世話になりました。ありがとうございました。

