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平成31年4月8日(月)

帯広市立大空小学校

校長 川 上 裕 明

新年度スタート
新1年生を迎えて、309人の児童による新しい大空小学校がスタートしました。

今年の大空小学校、キャッチフレーズは

笑顔いっぱい大空小学校 ～きらり・がっちり・にっこり～

児童の笑顔はもちろんのこと、教職員が笑顔で迎え、保護者・地域の方々の笑顔が広がる、

笑顔いっぱいの大空小学校を作り上げていきます。

大空小学校の求める笑顔は････

◇ きらり笑顔･･････質の高い学びで達成感を味わう、児童のきらきら笑顔

◇ がっちり笑顔････健康でたくましい心身を鍛える、児童のがっちり笑顔

◇ にっこり笑顔････豊かな人間性と社会性を備えた、児童のにっこり笑顔

◇ ゆったり笑顔････学校への信頼が安心を生む、保護者・地域の方のゆったり笑顔

◇ ほっこり笑顔････義務教育学校への期待に胸ふくらます、みんなのほっこり笑顔

また、既に新聞等でも報道されているとおり、大空小・大空中は今年度途中よりコミュニ

ティースクール（学校運営協議会を備えた、地域とより密接に協働する学校）の形態をとる

ことになっています。さらに、3年後の令和4（2022）年4月には、大空小と大空中を統

合した施設一体型の義務教育学校として生ま

れ変わります。

今までも地域の方に支えられてきた大空小

学校ですが、今年は更に保護者・地域の方々

のご意見を伺いながら、ご協力いただいて一

緒に歩んでいきたいと思います。

平成31年度（令和元年～）、笑顔いっぱいの

新しい大空小学校をよろしくお願いします。

学校教育目標

○ 知恵をみがき
○ 清い心をはぐくみ
○ 身体をきたえる子

新入生の教室準備に６年生が活躍中！

笑顔いっぱい大空小学校～きらり・がっちり・にっこり～
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今年度の教職員を紹介します

校長 川上 裕明

教頭 □□□□□

１年担任 １組 □□□□□ ２組 □□□□□

２年担任 １組 □□□□□ ２組 □□□□□

３年担任 １組 □□□□□

４年担任 １組 □□□□□ ２組 □□□□□

５年担任 １組 □□□□□ ２組 □□□□□

６年担任 １組 □□□□□ ２組 □□□□□

あおぞら学級担当 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

そらの子学級担当 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

担任外（主に３年生） □□□□□

担任外（全学年） □□□□□

日本語指導 □□□□□

体育専科（全学年） □□□□□

学習支援（主に低学年） □□□□□

養護教諭 □□□□□

事務主任 □□□□□

校務員（校務） □□□□□ □□□□□

校務員（事務） □□□□□

給食配膳・収納 □□□□□

給食配膳・スクールサポート □□□□□

支援員 □□□□□ □□□□□

家庭訪問相談員 □□□□□（帯広市教育委員会）

スクールカウンセラー □□□□□（帯広市教育委員会）

ALT □□□□□（帯広市教育委員会）

栄養教諭 □□□□□（大空中学校）

私は、4月1日に大空小学校の校長として着任しました、川上裕明です。

前任校は士幌町立西上音更小学校という、全校児童11名の小さな小学校でした。「～でし

た」というのは、昨年度末で西上音更小は閉校してしまったからです。しかし、「閉校」と

いう貴重な機会を通し、学校が地域からとてつもなく大きな期待と応援を受けてきたこと、

学校が地域にかけがえのない希望の灯をともし続けてきたことを、強く思い知らされました。

授業には、担任の先生以外にも

様々な先生が関わります。

詳しくは、各学年・学級通信を

ご参照ください。

笑顔いっぱい大空小学校～きらり・がっちり・にっこり～
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大空小学校でも教職員が力を合わせ、一人一人の児童の確実な成長という形で、保護者・

地域の皆様の期待に必ずお応えします。

さて、この春休みに出会った大空小学校の児童は、みんな元気いっぱいでかわいらしい子

ばかりでした。年号はやがて「令和」になろうとしている今、どこか「昭和」フレーバーの

子が多かった(!?)のも印象的でした。また、職員室の先生方の元気な笑い声や、お会いした

地域の方や保護者の皆様のあったかい感じも、とてもうれしかったです。元気が出ました。

楽しい楽しい学校で、毎日児童が登校してくるのを待っていますよ。

新しいメンバーが加わりました

参観日にお越しください
本校第1回目の授業参観を、4月20日（土）に行います。

新しい学校・学級での授業、児童（と先生方）のがんばる姿

をぜひご覧ください。

この日は、授業公開に加え、帯広市教育委員会からの適正配

置計画の説明、年に一度のPTA総会、

そして各学級担任による所信表明(!!)

など懇談も予定されています。

今年度の大空小学校の歩む方向を

お示しする大事な日です。ご来校を

お待ちしています。

□□□□先生～栄小学校より

笑顔いっぱいな大空小学校になる

ように、明るく

元気にがんばり

ます。

よろしくお願

いします。

□□□□□先生～若葉小学校より

体育専科教員の□□□□□です。北海道の児童の体力向上と、体育

授業の充実などを目的として配属されました。担任の先生と一緒に体

育授業を行ったり、児童が体を思いっきり動かせるように環境を整え

たりしていきます。得意なスポーツは「スケート」です。あと、犬と

一緒に走る「アジリティー」というスポーツもしています。よろしくお願いします。

□□□□先生～稲田小学校より

明るく元気に挨拶をしてくれ

たり、元気に遊ぶ子どもたちに、

心があたたまる毎日です。子ど

もたちが学校生活を楽しむこと

ができるようにサポートしていきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

4月20日（土）日程

9:35～10:20 全校参観日 (各教室)

10:30～10:40 適正配置計画の説明（体育館）

10:40～11:10 PTA総会 (体育館)

11:15～12:00 学級懇談 (各教室)

笑顔いっぱい大空小学校～きらり・がっちり・にっこり～
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子ども安全ネットワーク
「帯広市子ども安全ネットワーク」は、

帯広市内各学校ごとのメール配信システム

です。

「大空小学校から」「帯広市から」など

の情報が携帯電話やスマートフォンにメー

ルで届くシステムで、不審者情報や悪天候

への学校ごとの対応などが速やかに届く仕

組みです。

学級ごとや学年ごとの配信も可能なため、

昨年度まで登録していた方も、新年度新た

に登録し直す必要があります。さあ、早速

今日これから登録してしまいましょう！登

録方法は別紙をご参照ください。「字が小

さすぎて登録できなーいっ！」と思われる

方は校長か某ルーペ会社にご相談ください。

学校だより『大空の子』

について
学校からご家庭へは、様々なおたよりや

ご連絡をさせていただきます。特に4月は

細かなご連絡やご回答いただかなくてはな

らない文書が多く、ご面倒をおかけしてお

ります。かわいい我が子のため、ご協力お

願いいいたします。

その中で、学校だより『大空の子』では、

校長としてとりわけみなさんにお知らせし

たい事柄を書き綴ってお届けします。内容

についてのお問い合わせなど、ぜひ校長に

ご一報ください。お電話で、直接校長室へ

など、いつでもお待ちしています。

「校長室に話しに行ったのに、逆に校長

から一方的に話しかけられ返り討ちにあっ

た････」などの不測の事態は、ご容赦いた

だきますようお願い申し上げます。

長いおつきあい、よろしくお願いします。

平成31（2019）年4月の予定

8日 月 着任式･始業式･入学式

9日 火 あいさつ運動(～4/11)

10日 水

11日 木

12日 金

13日 土

14日 日

15日 月 二計測(2･4･6年)

16日 火 二計測(そらの子・3･5年)
PTA役員会議

17日 水 視力検査(4･6年)

18日 木 全国学力学習状況調査(6年)
視力検査(5年)

19日 金 交通安全教室(1年)
視力検査(そらの子･2年)

PTA教養部講演会

20日 土 授業参観･PTA総会･懇談

21日 日

22日 月 振替休業日

23日 火 家庭訪問･教育相談期間開始
聴力検査(そらの子･5年)

24日 水 PTA部会(社会･厚生･学年)

25日 木 視力･聴力検査(3年)

26日 金 聴力検査(2年)
PTA部会(広報･教養)

27日 土

28日 日

29日 月 昭和の日

30日 火 国民の休日

＊予定変更は各学級通信でご確認ください。

＊1年生の二計測･諸検査は5月に行います。

＊年間行事予定表は少々お待ちください。

6/ 9（日）運動会

7/25（木）～8/20（火）夏休み

9/25（水）26（木）6年修学旅行

10/25（金）学習発表会

12/26（木）～1/14（火）冬休み

3/24（火）卒業証書授与式

3/25（水）～年度末休業（春休み）

笑顔いっぱい大空小学校～きらり・がっちり・にっこり～
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