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校長 工藤 雅人 

いよいよ令和４年度が始まりました。新入学のお子さんの保護者の方、また、一つずつ

学年が上がった２年生から６年生の保護者の皆様、おめでとうございます。大曲小学校で

も新しい先生たち 13名を迎え、新体制でスタートしたところです。

よろしくお願いいたします。 

 さて、令和４年度の始まりに当たり、大曲小学校の教育について、

私の考えと具体的な取組について述べさせていただきます。 

 今年度の大曲小学校の教育の重点目標は次のとおりです。 

経営の方針は、子どもたちが、自分自身の将来をよりよく生きるための資質・能力を、

安全・安心が確保された環境のもとで主体的に身に付けるとともに、その力を地域の発展

に役立てるなど、地域づくりに貢献する人材の育成を図ることを目指し、小中一貫及び地

域や保護者と連携・協働した地域ぐるみの教育活動を展開することとしています。 

具体的な取組を次に示します。 

① 全校児童に貸与されるタブレットを積極的に授業で使用するなど、ＩＣＴを活用した

取組を充実します。 

② 高学年を中心に教科担任制度をできるところから導入し、第５、６学年については、

理科と外国語を教科担任による授業として、専科教員が指導と評価を行います。 

③ 児童の学習を個別に支援するための「学び支援室」を開設し、勉強への苦手意識の克

服に努めます。 

④ 中学校区における地域による学校支援「大曲プロジェクト」を積極的に運用し、生活

習慣や学習習慣の改善に努めます。 

⑤子どもたちが安全に安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ問題への適切

な対応や未然防止の取組、子どもの心に寄り添った指導の工夫、コロナウイルス感染

症対策の徹底に努めます。 

 

以上、主だった取組について示しましたが、具体的な教育活動が一層充実するよう教職

員一丸となってチームで取り組みますので、保護者及び地域の方々の御理解と御協力をよ

ろしくお願いします。 
  

地域を愛し主体的に未来を生き抜く力の育成 

～地域の発展に資する人づくりを目指して～ 
・北広島市及び大曲地区について理解を深め、地域に貢献する態度を養います。 

・未来の自分の姿をイメージさせ、その実現に必要な資質能力を身に付けさせます。 

・学校の学びの先に、自分の将来や地域の発展があることを理解させ、何事にも主体

的に取り組む態度を養います 

・上記の内容を意識した教育活動の展開により、地域の発展に資する人材を育成しま 

す。 

令和４年４月６日（水） 第１号 

大曲中学校区目指す子ども像 「かしこく ただしく ねばり強く たくましく」 



 

教諭  

 カシワニがマスコットの千葉県柏市の松葉第一小

学校から赴任しました。出身は江差町で人生の大半

は札幌市民とバリバリの道産子です。早く大曲小に

慣れて、子どもたちのために全力を尽くしたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教諭  

 今年大学を卒業し、新規採用として大曲小学校でお

世話になることになりました。子どもたちや保護者

の皆様、地域の方々にお会いできることを楽しみに

しています。子どもたちと共に成長していけるよう

頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

 

教諭  

 札幌市立大谷地小学校から参りました。たくさん

の子どもたちとの新たな出会いを楽しみにしており

ます。子どもたちが元気に明るく安心して過ごせ、

笑顔がたくさん溢れるように精一杯がんばります。

どうぞよろしくお願いいたします。 
 

教諭  

 ４月から本校でお世話になります○○○○と申し

ます。大学を卒業したばかりで不慣れな点も多いで

すが、子どもたちと一緒に成長し、楽しい学校生活

を築きたいと思います。精一杯努力していきます。

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

教諭  

市内の学校より異動してまいりました○○○○○

です。伝統ある大曲小学校のお子さんと触れ合う機

会をいただきましたことにたいへん感謝しておりま

す。お子さんの未来に向けた可能性を最優先した指

導を心掛けてまいります。よろしくお願いいたしま

す。

 

花の浮島、礼文島の礼文小学校から赴任しました。

大学院研修派遣で１年間お世話になります。子ども

たちとたくさん関わり、子どもたちが元気に過ごせ

るよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。

  

 初めまして。市内広葉中学校からまいりました。

大曲小学校に来られて、とてもうれしいです。子ど

もたちとの出会いに感謝して学校生活のサポートを

していこうと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

  

  新たに 13名の教職員が転入しました。これから保護者の皆様、地域の皆様には、 

たいへんお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教頭   

この度の異動で、当別町教育委員会より赴任しま

した。以前、お隣の大曲東小学校で勤務しておりまし

た。再び大曲地区に戻ってくることができ、たいへん

嬉しく思っております。子どもたちの可能性を引き

出し、温かな学校・子どもたちが心地よく生活できる

学校を目指し、力を尽くしてまいります。どうぞよろ

しくお願いいたします。

教諭  

 この度の異動で千歳市立桜木小学校から赴任いた

しました。歴史と伝統ある大曲小学校で、子どもたち

と充実した毎日を過ごしたいと思います。そのため

にも、何をどのように学び、何ができるようになるの

かを日々研鑽し、心を尽くして指導してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教諭  

 石狩市立南線小学校から赴任しました。楽しいこ

とが大好きで、どうしたら楽しく学校生活が送れる

かをいつも考えています。新しい出会いにわくわく

しています。早く学校や地域に慣れて、がんばって

いきたいです。どうぞよろしくお願いします。 

 

教諭  

 恵庭市立和光小学校からまいりました○○○○で

す。大曲小学校の子どもたちとの新しい出会いをと

ても楽しみにしていました。子どもたちが笑顔で過

ごし、成長していけるよう、がんばります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
  

教諭  

 この度の異動で恵庭市立島松小学校より、赴任し

てまいりました○○○○です。北広島市は初めての

勤務となります。大曲小学校の子どもたちとの生活

が、今からとても楽しみです。これから子どもたちと

共に成長しながら、精一杯がんばっていきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 

教諭  

 根室市立海星小学校より赴任いたしました。ご縁

があり、大曲小の子どもたちと共に学べること、とて

もうれしく思います。１日も早く学校や地域に慣れ

て、教育に貢献できるよう精一杯がんばります。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 



 

 

 

保護者の皆様、地域の皆様、いつも本校の教育活動をご支援いただき、ありがとうございます。 

今年度も次世代を担う子供たちのために、教職員一丸となって力を尽くします。どうぞよろしく 

お願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

  

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名 

校長  かしのみ  時間  

教頭  かしのみ  学習支援員  

主幹教諭  かしのみ  心の相談員  

1-1  かしのみ  スクールカウンセラー  

1-2  かしのみ  ALT  

1-3  教務  ALT  

2-1  少人数指導  ※ 5・6年理科専科  

2-2  授業改善推進  ※5・6年外国語専科  

2-3  学びサポート  ※授業改善推進  

3-1  大学院派遣  ※初任者研修担当  

3-2  養護教諭  給食配膳員  

4-1  事務職員  給食配膳員  

4-2  業務主事  給食配膳員  

4-3  事務補助員  給食配膳員  

5-1  特別支援教育支援員   

 

 5-2  特別支援教育支援員  

6-1  特別支援学級介助員  

6-2  特別支援学級介助員  

 

 

北海道におけるまん延防止等重点措置は終了しましたが、新年度につきましても引き続き新型コロナウイ 

ルス感染症対策を講じた教育活動をすすめます。感染状況を見極めながら、感染リスクの高い学習活動につ 

いては、実施を慎重に検討します。 

  

  朝の健康観察、検温、健康観察シートへの記入 

   毎朝、保護者の方がお子さんの健康観察を行うようにお願いします。また、検温の結果をお家で「健康観察 

シート」へ記入し、学校へ持たせてください。 

  発熱など かぜ症状がみられる場合は、登校を見合わせるようにしてください。 
 

  持ち物 等 

  ・マスクの着用、予備のマスク  

予備のマスクをかばんに入れておきます。 

  ・ハンカチ  

手洗いのほか、給食時にはすぐに使えるように机上に置きます。 

   ・ビニール袋（２～３枚） 

汚れたマスクや鼻をかんだティッシュを入れます。 

   ・水筒（水またはお茶）   

必要に応じて準備いただきます。衛生面での管理については、ご家庭での声掛け・確認を 

お願いいたします。 

朝の準備でお忙しいことと思いますが、大曲
小学校の子どもたちの安心・安全のため、保
護者の皆様のご協力をお願いします。 



 

※ 給食：○（給食あり）、✕（給食なし）、▲１（1 年生給食なし） 

 

※ 感染症の影響により、やむを得ず予定を変更しなければならない場合が 

あります。ご理解、ご協力のほどお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和４年４月 予定表 
 

1 金   

2 土   

3 日   

4 月   

5 火 転入受付（１１：００）  

6 水 着任式 始業式 入学式 交通安全指導（～８日）  × 

7 木 清掃指導週間（～８日） １年２時間授業（～11日） 

1年下校指導（～11日） 聴力検査（５年）  

○ 

▲1 

8 金 聴力検査（３年） ○ 

▲1 

9 土    

10 日    

11 月 聴力検査（２年） ○ 

▲1 

12 火 1年３時間授業(～15日)  

二計測・視力検査（６年） 

○ 

▲1 

13 水 交通安全教室（１・２・４・６年） 

二計測・視力検査（３年）  

○ 

▲1 

14 木 短縮５時間(２年以上) １年３時間授業  

二計測・視力検査（２年・かしのみ） 

○ 

▲1 

15 金 短縮 5時間（２年以上） １年３時間授業 

二計測・視力検査（４年） 

○ 

▲1 

16 土 （大曲中学校 土曜授業）  

17 日    

18 月 １年４時間授業（～５/１０） １年給食開始 

避難訓練  委員会①  二計測・視力検査（５年）  

○ 

19 火 全国学力・学習状況調査（６年・国・算・理） 

知能検査（２・５年）  二計測（１年）  

○ 

20 水 耳鼻科検診（２年） 視力検査（１年）  ○ 

21 木 避難訓練予備日 交通安全教室予備日 ○ 

22 金 全校読み聞かせ① 聴力検査（１年)  ○ 

23 土 土曜授業 全校参観日 (PTA 総会) 短縮３時間授業  ✕ 

24 日    

25 月 ５時間授業 個人懇談Ⅰ① ○ 

26 火 ５時間授業 個人懇談Ⅰ② 

ＮＲＴ学力検査（２～６年） 

○ 

27 水 ５時間授業 個人懇談Ⅰ③   

全校展示（～６/１３） 交通安全教室（３・５年） 

○ 

28 木 ５時間授業 個人懇談Ⅰ④   

１年生を迎える会 

○ 

29 金 昭和の日  

30 土    

 

 

 

 全校参観日・PTA 総会 

  
４月 23 日（土） 

 ・感染症対策のため、授業参観の時間を 

  各ご家庭に割り振り、各ご家庭１名の 

参観とさせていただきます。 

本来であれば、新年度を元気にスタート 

した子どもたちの姿を多くの方にご覧 

いただきたいところですが、現在の状 

況からこのようなスタイルで実施させ 

ていただきます。 

各ご家庭の「参観可能な時間帯」につ 

いては、各学年よりお知らせいたしま 

す。 

 

 ・「PTA 総会」について 

  上記、授業参観との兼ね合いから、ど 

のような方法であれば実施が可能にな 

るのかを検討をしているところです。 

もう少し、お時間をいただき、役員会 

で相談の上、改めてお知らせいたし 

ます。 

 

・４月 23 日（土）は、北広島市の施策 

「土曜授業」の扱いとなります。 

振替休業日はなく、25 日（月）は、 

通常登校日となります。 

 

 

 

春です。 

今年の雪解けは遅れていますが、心地よ 

い天候の日も多くなってきました。気持 

ちも開放的になりますが、登下校中の事 

故や自転車の事故には、大人も子どもも 

十分に気をつけなければなりません。 

 悲しい事故は、絶対に起こしてはなりま 

せん。 

本校区では、地域の皆様に子どもたちの 

登下校を見守っていただいております。 

たいへん有難く、 

心強く思います。今年度も 

お力添えをお願いいたします。 

   

  改まった「交通安全指導・見守り活動」 

に参加となると、時間的な難しさのある 

方も多いと思います。日常活動・日常生 

活の中での「（生活し）ながら見守り」 

を皆様で実践いただけるとたいへんあり 

がたいです。ご協力のほど、お願いいた 

します。 

 


