
 

 

 

 

 

                    校長 若林 公一 

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。 

保護者の皆様におかれましては、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４６名、転入生６名を迎え、全校児童３１１名で令和４年度が始

まりました。教職員については、今年度新しく５名が入れ替わり、３９名体制となります。全教職員

で、お子さんの新学年にかける期待や思いをしっかりと受け止め、全校児童一人ひとりを大切にした

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うする子」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。『AAE（安心・安全・笑顔）～一人一人の子どもたちが安心

かつ安全に笑顔で学校生活を送ることができる学校づくりを目指して～』をテーマに教職員一同、確

かな学力の定着と心身ともにたくましい力の育成に努めてまいります。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、昨年同様の温かいご支援をよろしくお願いします。 

話は変わりますが、昨年度末で双葉小学校は開校から１０年が経過しました。それを受け、今年度、

開校１０周年をお祝いする事業を PTA と協力しながら、実施できればと考えています。今のところ、

「開校１０周年記念大運動会・学芸発表会」、「開校１０周年記念集会（祝う会）」等を開催し、記念

誌を発行する予定です。今後の感染状況によっては変更になる場合がありますので、ご承知おきくだ

さい。詳細は今後、学校だより等でお知らせしていきます。 

新型コロナウイルスの感染状況ですが、先月末にまん延防止等重点措置が解除されましたが、全国

的に感染は再び上昇傾向となっております。学校としては新しいガイドラインに沿って、感染予防に

努めながら、一人ひとりの学びを保障し、教育活動を進めてまいります。感染状況によっては、今年

も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、決定次第できるだけ早くお

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。 

最後になりましたが、地域の皆様、毎日の登下校の際の見守りや子どもたちへの声かけなど、いつ

も温かく見守りいただき、誠にありがとうございます。今年もお世話になります。どうぞ宜しくお願

いいたします。 

 学校教育目標   自分から みんなで 『学 び』 『思いやり』 『きたえる』 
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 目指す子供像  －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
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                            規則正しい
  きそく  ただ

 生 活
せいかつ

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。 

日 曜 給食 おもな行事 心放       下校時刻 

1 金  学年始休業（～４／５）   

2 土     

3 日     

4 月  職員会議 広葉中学校区小中一貫合同会議   

5 火  
新６年生登校日  転入受付 13:30 

安全点検日 配膳室清掃 9:00～12:00 
 

 

6 水 × 着任式 始業式 入学式  ２～６年 ９：５０ 

7 木 1▲ 
１年生方面別下校開始 登校指導 （～4/11） 

朝読書定着週間（～4/1３）  
 

１年１１：３０ ２年１４：２５ 

３～６年１５：３０ 

8 金 1▲ 
交通安全教室（２年・１年） 

NRT 標準学力検査（２～6 年） 
 

１年 11:30 ２～６年 14:25 

9 土     

10 日     

11 月 ○ 
金曜日課  専門委① 

１年生給食開始  知能検査（2・5 年）  
 

１年 13:00 ２～６年 14:25  

委員会 15:15 

12 火 ○ 研修日①  交通安全教室（5・6 年）   心 １年 13:00 ２～６年 15:15 

13 水 ○ ４月職員会議  １年 13:00 ２～６年 14:05  

14 木 ○ 
交通安全教室（３年・４年） 

作品展４年 
心 

１年１３：００ ２年１４：２５ 

３～６年１５：３０  

15 金 ○ 
水曜日課 

(広)全体研究協議会・専門部会研修会 
 

１年 13:00 ２～６年 14:05 

16 土 × 
土曜授業（市）（1・２校時公開） 

学校説明会 ＰＴＡ総会 
 

全学年１０：２５ 

17 日     

18 月 ○ 
個人面談①  放送訓練（～２1 日） 

二計測５・６年 
 

１年 13:00 ２・３年 14:25 

４～６年 15:15 

19 火 ○ 
個人面談②  二計測３・４年・き 

全国学力・学習状況調査６年 
心 

１年 13:00 ２～６年 15:15 

20 水 ○ 個人面談③  二計測１・２年  １年 13:00 全学年 14:05  

21 木 ○ 
個人面談④ ※長時間授業無し 

視力検査４・６年 
心 

１年１３：００ ２年１４：２５ 

３～６年１５：１５  

22 金 ○ 個人面談⑤  視力聴力検査５年  １年 13:00 ２～６年 14:25 

23 土     

24 日     

25 月 ○ 個人面談⑥  視力聴力検査３年  １～３年 14:25 ４～６年 15:15 

26 火 ○ 個人面談⑦  視力聴力検査２年・き 心 １年 14:25 ２～６年 15:15 

27 水 ○ 個人面談⑧  視力聴力検査１年  全学年１４：０５  

28 木 ○ １年生を迎える会 豆次郎移動 心 １・２年 14:25 ３～６年 15:30 

29 金  （祝）昭和の日   

30 土 
 

  
 

※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。 
 

今月の生活目標 

今年度の入学式も新型コロ

ナウイルス感染症対策のため、

来賓の皆様をご招待することが

できません。ご了承下さい。 



□■□■ ４月１６日（土）は参観日です！□■□■ 
 昨年度は短時間ではありましたが、何とか授業参観ができました。今年度も、学校が少しでも

保護者の皆様とつながっていくために、安全対策に十分に注意した上で「参観日」を実施して参

ります。時間帯や人数などの制限はありますが、お子さんの学校で頑張っている様子をご覧いた

だけるようにします。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

覧ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

授業参観の後、理科室や図工室などの別の広い場所で一度待機していただき、子供たちが下校

した後に、各教室にてリモートにより学校説明会ならびにＰＴＡ総会を行います。画面越しには

なってしまいますが、若林校長から、今年度の双葉小学校が目指す学校像と学校経営についてご

説明させていただきます。そして、過去２年間紙面での決議となってしまいましたＰＴＡ総会も

リモートで行います。その後、続けて学級懇談を行うことになります。ぜひ多くの皆さんにご参

加いただき、新担任と今年度の子供たちの成長の見通しなどについて考えを共有してください。 

新型コロナウイルス感染防止のための工夫ということでご理解とご協力をお願いいたします。

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   学校内での写真等の撮影とデータ管理について    

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、我が子の写真といえども、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。 



 

 

 この春から新たに本校の教育活動を進めていくメンバーです。着任のご挨拶を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆平日の１８：３０～翌朝７：３０と休日の電話について 

 北広島市では転送電話が設定されています。上記の時間帯は学校に直接電話してもつながりませ

ん。緊急の場合は北広島市教育委員会にご連絡ください。（０１１－３７２－３３１１） 

 ※上記の時間帯は基本形です。状況により若干前後する場合がございます。ご了承下さい。 

教諭  林 由佳 恵庭市島松小から 

この度の異動で恵庭市立島松小学校から参りまし

た林由佳と申します。北広島市は 6 年ぶり、2 度目の

勤務となります。 

双葉小学校のみなさんとの出会いを心待ちにして

いました。双葉小の子供たちとの生活が楽しみです。 

微力ではありますが、子どもたちが成長できるよう

に尽力したいと思っています。保護者の方々、地域の

方々よろしくお願いいたします。 

 

教頭 山口 広宣 江別市江別第一小から 

はじめまして、このたび江別第一小学校から着任しました

山口広宣と申します。 

今まで紋別市、北見市、千歳市、江別市と回り、そして今

回初めて北広島市での着任となります。   

様々な活動が制限される中でも双葉小では工夫して教育

活動を行っていることに感銘を受けました。元気一杯の子ど

もたちとたくさんお話できることを楽しみにしています。ま

た、学校のために微力ながら尽力してまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

事務職員  上田 常裕 恵庭市立恵み野小学校から 

この度、双葉小に赴任することになりました。ちょ

うどボールパークが建設中であり、タイミングよく北

広島市に来られることができ、うれしく思います。 

双葉小はすごく良い学校だと聞いていますので、す

ごく楽しみです。 

精一杯がんばりますので、 

よろしくお願いします。 

教諭  川瀬 直樹  教育機関から 

２０１８年３月「先生は修行の旅に出ます」と子ど

もたちにご挨拶し、教育機関に出向してから４年が経

ちました。 

素直でかわいらしいふたばっ子は４年前と変わら

ず元気いっぱいであると聞いています。 

双葉小に戻ってくることができ、たいへんうれしく

思っています。この気持ちを大切にし誠心誠意がんば

ります。どうぞよろしくお願い致します。 

○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。登校時に児童がおらず家

庭との連絡がとれない場合、事件性の心配から職員によ

る捜索または警察の協力を得ることがあります。 

朝の健康チェッ

ク 

 

 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。 

○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。 

ご協力をお願いいたします！ 

教諭  沖田 知子 当別町西当別小学校から 

この度、双葉小に赴任することになりまし

た。子どもたち同様、私も新しい環境に緊張し

ています。少しでも早く慣れて双葉小学校の

一員としてお役に立ちたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 


