学校教育目標

自分から みんなで

目指す子供像

『学 び』 『思いやり』 『きたえる』

－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－
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本日４月６日、始業式と入学式を無事に終え、新年度がスタートしました。
保護者の皆さまにおかれましては、お子様のご入学、そしてご進級、誠におめでとう
ございます。心よりお祝い申し上げます。新１年生５５名、転入生３名を迎え、全校児
童３０６名で令和３年度が始まりました。教職員については、今年度新しく４名が入れ
替わり、４０名体制となります。全教職員で、お子様の新学年にかける期待や思いをし
っかりと受け止め、全校児童一人一人を大切にした教育活動を推進していきます。
本校の目指す子ども像は

「

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

」

です。

具体的には、
①「自分から進んで学ぼうとする子」
②「人を思いやる心やさしい子」
③「元気に体を動かしたくましく生きぬく子」
です。
学校は確かな学力の定着や心身ともにたくましい力の育成に努めますが、目標の実現
には、保護者の皆様・地域の皆様のご理解とご協力が欠かせません。しっかり連携を取
りながら学校教育を進めてまいりたいと思いますので、今まで同様の温かいご支援をよ
ろしくお願いします。
また、今年度は、１１月１２日、１３日に『小中一貫教育全国サミット』が北広島市
で開催される予定です。本校も広葉中学校と小中一貫教育を進め、９年間というスパン
で児童生徒を育成することを念頭に教育活動を充実させてまいりました。これまで積み
重ねてきた取組の成果を全国へ発信できればと思っております。
新型コロナウイルスの感染状況ですが、ここにきて、全国的に増加傾向となっており、
今後も予断を許さない状況がしばらくは続きそうです。学校は引き続き、感染予防に努
めながら、一人一人の学びを保障し、教育活動を進めてまいりますが、感染状況によっ
ては学校行事等の延期や縮小、中止などがあるかもしれません。その場合、決定した段
階でできるだけ早くお伝えできるように努めてまいりますので、ご理解のほど、よろし
くお願いいたします。あわせて、保護者の皆様におかれましては、お手数をおかけしま
すが、引き続き、各家庭での毎日の検温などの健康チェック並びにマスク着用などへの
ご協力もよろしくお願いいたします。

今月の生活目標
きそく

ただ

せいかつ
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生 活 をしよう

「心」は心の相談室開設日（おはなしとそうだんを中心に）
、
「▲数字」は給食がない学年、
「放」は放課後子供教室を示しています。
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１年１１：３０ ２～６年１４：０５

ＰＴＡ総会議案書配布

心

心
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１年１３：００ ２年１４：２５
３～６年１５：１５
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［祝］昭和の日

○ １年生をむかえる会 専門委員会② 豆次郎移動
全学年１４：２５ 委員会１５：１５
※年間行事予定も配布しました。今年度の学校行事等について参考にしていただけると幸いです。

新型コロナ 着任式・始業式 今年度もビデオ放送での実施です。転入職員の紹介
ウイルス感
の後、始業式を行い、新しい担任の発表と映像による紹介も行いました。
染症対策の 入学式
国歌・校歌は歌わず、校長式辞に続いて１年生の紹介（呼名）と、
短縮で行いました。残念ながら在校生や来賓の参加はありません。
ために

□■□■ ４月１７日（土）は参観日です！□■□■
昨年度は全く授業参観ができませんでした。今年度は、少しでも保護者の皆様とつながってい
くためにも、安全対策に十分に注意した上で「参観日」を実施していくことになりました。時間
帯や人数などの制限はありますが、少しの時間でもお子さんの学校での様子をご覧いただける
ようにしました。新しい学年・学級になって、張り切っている子供たちの姿をぜひ温かくご覧下
さい。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
授業参観の後、体育館や図工室などの別の広い場所で待機していただいた後に、学級懇談にご
参加いただきます。ぜひ新しい担任と今年度の子供たちの成長の見通しなどについて話し合っ
てみてください。
なお、学級懇談の中で、ビデオ映像ではありますが、若林校長から、今年度の学校経営につい
てご説明させていただきます。また、ＰＴＡ総会は新型コロナウイルス感染防止のため、中止と
なります。少しでも学校とご家庭、地域の皆様が健康で安全につながっていけるよう対策をとり
ながら、今年度の教育活動を進めて参ります。これまで通り、子供たちの姿をとおして学校の様
子を見守りいただき、ご支援いただけますようお願いいたします。日常的な様子については、本
校のホームページでもお知らせいたします。ぜひご覧下さい。
https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/futabas/

学校内での写真や動画の撮影についてお願いがございます。昨今、全国的にインターネット
のブログやＳＮＳなど投稿サイトにおいて、お子様の成長記録などをネット上に投稿する家庭
がみられます。写真や動画のデータなど個人情報の取り扱いについて、以下の通り十分なご配
慮をお願いいたします。
【１】学校内での写真・動画等の撮影については、原則、学校長の許可が必要です。現時点で
は、運動会や学芸会などご自身のお子様の写真・動画等の撮影については、保護者であれ
ば従来通りにしていただいて結構です。その際に、お子様と一緒に他のお子様が写り込ん
でいる写真や動画を許可なく、インターネットのサイト（ＳＮＳ等）及び新聞や雑誌・情
報誌へ投稿することはご遠慮ください。また、その写真や動画等のデータも安易に他へ渡
ることがないようデータの管理にも十分にご留意願います。
【２】教室内での授業参観中、携帯や動画の撮影は児童が集中を欠くなど、学習活動の妨げに
なりますのでご遠慮ください。また、校内での携帯電話の使用は、教育機器に影響を及ぼ
す関係からこちらもご遠慮願います。

例年新入生に配布し、６年間活用していただくようにしていた
「双葉小のしおり」
です。
再度確認していただきたいと思います。
小中一貫した９年間の教育活動として取り組んでいくために、本
校のホームページでも随時確認できるようにいたします。
〇持ち物（学習用具）
、学年ごとのノートの規格
〇家庭学習の手引き（学年段階に応じた意味付けと取組）
○双葉小みんなの生活
○校外生活のやくそく
○通学路
○緊急時の連絡
など、基本的な事が書かれていますので、ご確認ください。

“よろしくお願いいたします”転入職員の紹介
この度の異動で４名の教職員が新たに加わりました。着任のご挨拶を申し上げます。

校長

若林

公一

当別町立当別小学校から

当別町立当別小学校から参りました、若林
公一（わかばやし こういち）です。北広島市
での勤務は２回目となります。住みやすい大
好きなまちですので、また勤務することがで
き、嬉しさでいっぱいです。一日も早く、学校
や地域に慣れ、教職員とともに、
「子どもたち
一人ひとりの笑顔があふれる学校づくり」を
進めていきます。保護者の皆様、地域の皆様、
各関係機関の皆様、お世話になります。どうぞ
よろしくお願いいたします。

教諭

倉

靖範

教諭

田中 健二

この度、双葉小学校でお世話になることと
なりました田中健二です。
「何事も一生懸命に
取り組むすてきな子どもたち」という話を聞
いてきました。今から学習や生活、児童会活動
など、子どもたちと一緒に学校生活が送れる
ことを大変嬉しく思います。気持ちはいつも
２５歳ですが、体は老いるばかりです。子ども
たちの元気パワーをたくさんもらいながら、
年々若返りたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします！

介助員
石狩市立紅南小学校から

子どもたちが元気に楽しく毎日を送り、
立派に成長していけるようお手伝いをさせて
いただきます。そのために子ども
たちとたくさん関わっていこうと
考えています。
よろしくお願い
いたします。

千歳市立末広小学校から

濱 美子

北広島市立東部小学校から

はじめまして、１１年間お世話になった東部
小にお別れを告げて、きらめき学級でお世話
になる介助員の濱美子です。私の子供も双葉
小を卒業したので、双葉の子供たちと一緒に
過ごすのがとても楽しみです。わからない事
ばかりでご迷惑をおかけしますが、明るく元
気に楽しくをモットーに子供たちの成長を見
守りたいと思います。どうぞよろしくお願い
いたします。

このほか昨年度校務支援員として子供たちのために教育環境整備を行い、任期満了により退
職した佐藤道則が、今年度は「学習指導員」という立場で子供たちの学習をささえてくれること
になります。勤務の詳細はこれから決まりますので、お名前のご紹介のみとさせていただきます。
【お知らせ】
今年度から、
「指導工夫改善に係る加配」がなくなりました。そのため昨年度まで日常的に
行っていたＴＴ授業や少人数学習を行うことが厳しい状況です。しかし、必要に応じて担任
外のかかわり方を工夫し、また学習指導員、支援員などの支援の場を生かして、子供たちの
学習支援を新しい形で充実させて参ります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ご協力をお願いいたします！
朝の健康チェック
○朝の登校時間
８:０５～８:１５に学校に着くようお願いいたします。
○朝の欠席・遅刻等の連絡について
欠席届の提出、または午前８時までに保護者の方から
の電話連絡をお願いいたします。登校時に児童がいな
い場合は、事件性の心配から職員で探しにいくことが
あります。

本日配布した「健康観察
シート」は毎朝の健康チェ
ックにご活用下さい。な
お、毎朝登校後に提出して
いただき、学校でも活用さ
せていただきます。

