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令和3年4月28日(水)

帯広市立大空小学校

校長 川 上 裕 明

参観日ありがとうございます
およそ1年ぶりの参観日となりました。

各ご家庭からの参加は1名までと限定

させていただいたのですが、それでも多

くの保護者の方に授業をご覧いただき、

その後の学級懇談にもご参加いただきま

した。児童のようすも、なんだかいつも

より静かで「借りてきた■■」のような

姿もありましたが、がんばっている姿を

お家の人に見ていただいているようすは

誇らしげでした。学校としても、保護者の方にご来校いただくと、いつもと一味違ったにぎ

やかさが感じられてうれしいです。

23日からは保護者面談も始まっています

（「家庭訪問」は行いません）。引き続きい

ろいろお話をお聞かせいただければと思い

ます。

なまらおいしい給食
1年生は、15日（木）から給食がスター

トしました。

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

◇◇校長室から◇◇ 車での送迎にご注意を

校区が広い大空小学校、自家用車でお送り・

お迎えいただく際、校舎周辺では特に交通安全

にご注意ください。

○乗り降りは左側から

右側（車道側）から児童が勢いよく飛び出し

て、ヒヤリとするケースがあります。車への乗

降は車道側ではなく左側から、車のかげから横

断する際は左右をよく確認するよう、運転する

方からの声かけをお願いします。

○お迎え駐車は校地北側で

校地西側（校門前）は道路幅が狭く、駐車し

ていると交通の妨げになることがあります。お

迎えでお子様を待つ場合は、北側道路で短時間

での駐車となるようご配慮ください。学童セン

ターのお迎えは、状況によって校地内で

駐車していただいてもけっこうです。

明日を紡ぐ大空小学校 ～新しい大空に はばたけ!!～
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初日はたくさんの先生方が盛り付けや配膳のお手伝いをしてくださって（中学校の先生

も！）、無事に（････）給食をいただくことができました。

目の前の一皿の給食はたくさんの人の関わりでできていることに感謝し、たくさんの「命」

をいただいていることに感謝して、「いただきます」をしたいですね。

給食のメニューは月末にお配りする「給食だより」に記載しているほか、学校給食センタ

ーのホームページにも掲載されていますのでご参照ください。「昨日の夕食のカレーの残り

を今朝食べてから登校したら、今日の給食もカレー････」などという事態を避けることがで

きます（←これはこれでうれしい）（検索「帯広市小中学校の給食カレンダー」→大空小は「小学校Aコース」）。

5月14日（金）はお弁当の日
大空小学校では、遠足の日を「お弁当の日」としています。

遠足に持っていくお弁当を通じて、改めて食べることについて考えるきっかけにするのが

目的です。児童がお弁当に関われるよう、ぜひご家庭でのご支援をお願いします。

左の目標は、あくまでも「例」です。調理大好き低学年もいれば、料理が苦手な高学年も

います。その子なりの方法で「食」への思いや技能を深められるよう、ご協力ください。

お弁当は、調理してから食べるま

で時間がかかることから、食中毒等

の心配が隣り合わせです。天候や気

温も考え、調理（充分加熱or冷却）や詰

め方、持参方法（必要に応じてクールパ

ックなど）にもご指導お願いします。

子供安全ネットワーク

更新してください
4月20日（火）より新年度登録に

切り替えています。それ以前に登録

したままではメールが届きません。

◇◆大空小「お弁当の日」学年目標◆◇

１年生～メニューを一緒に考える

好きなものだけでなく、バランスを考えて

２年生～家の人と一緒に買い物

量や価格（消費税？）産地にも注意しながら

３年生～家に帰ってお弁当箱を洗う

洗剤の使い方に気をつけ、油汚れも丁寧に

４年生～何か１品作ってみる

自分の好きなメニューなら気合いも入る？

５年生～家の人と一緒にお弁当作り

何品も作るのって、とても大変なのです

６年生～全部自分で作ってみよう

家庭科学習の成果発揮、完成したら記念写真！
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がんばる大空っ子
学校外での活動でも、大空小学校児童の活躍は素晴らしい！

大会などでいただいた賞状やメダルなど校長室に報告に来てくれたら、記念の写真を撮っ

て職員室向かいに掲示して、一部を学校だよりでもご紹介します。

今回は、昨年末に掲載できなかった分をまとめてご紹介しますね。学年は昨年度のもの

よろしくお願いします

新しいお2人と□□□□支援員の3人が、先生方の指導をサポートします。

また、□□□□スクールサポートスタッフが、昨年に引き続き校内外で児童の学習のお手

伝いをしています。

□□□支援員

～主にそらの子学級

大空小学校での勤務が２度目となります、

支援員の□□□です。たくさんの体験を通し

て、学び成長する学校生活の中で、子どもた

ちが安全安心に過ごすこと

ができるように全力でサポ

ートをさせていただきたい

と思いますので、どうぞよ

ろしくお願いします。

□□□□支援員

～主に２年生学級

このたび北栄小学校から転入しまし

た、支援員の□□□□です。大空小学

校の子ども達が成長する姿を見守りお

手伝いすることを楽

しみにしています。

どうぞよろしくお願

いいたします。

がんばる大空っ子

5年 □□□□□さん

日本Jr空道選手権北海道地区

Ｕ１３－Ｂ ２位

がんばる大空っ子

3年 □□□□□さん

日本Jr空道選手権北海道地区

小1･2･3年生混合 １位

がんばる大空っ子

3年 □□□□さん

十勝の観光文化検定

初級試験 合格
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大空小学校PTA最後の役員！

令和3年度PTA役員の皆様

会長 □□□□ 様

副会長 □□□□ 様 □□□□ 様

□□□□ 様

監査 □□□□ 様 □□□□様

学年部長 □□□□ 様

教養部長 □□□□ 様

広報部長 □□□□ 様

厚生部長 □□□□ 様

社会部長 □□□□ 様

コロナ禍で先の見えない中、活動にはご

苦労をおかけします。また、今年度は閉校

記念事業のご協力もいただくことになりま

す。役員の皆様を中心に、会員皆様のお力

をどうぞよろしくお願いいたします。

ＰＴＡ総会は、対面式では行わずにメー

ルを通じた議案書の配布とYouTubeを併

用して行われます。後日ご連絡します

楽しい連休に気をつけて
５連休もあり、ゆっくりできそうですね。

桜の花だよりも聞こえてきました。

遠くにお出かけするのもなんとなく気が

引けるご時世、公園など近所で楽しむこと

も多いかと思います。

しかし、「家の近くだから」と安心する

のは禁物！交通事故や水の事故など、事故

は遠近を問いません。お子さんには一声か

けて、必要に応じて大人の目がしっかり届

くところでの遊びを

ご指導ください。

令和３（2021）年5月の予定

1日 土

2日 日

3日 月 憲法記念日

4日 火 みどりの日

5日 水 こどもの日

6日 木 あいさつ安全指導
保護者面談

7日 金 自転車教室(1､5､6年)
集団下校訓練 市P連総会

8日 土

9日 日

10日 月 ALT 春の外清掃
クラブ希望調査

11日 火 ALT

12日 水 児童会総会･認証式

13日 木

14日 金 遠足(お弁当の日)

15日 土 PTA社会部環境整備(予定)

16日 日

17日 月 給食費(高)

18日 火 避難訓練 児童会 給食費(中)

19日 水 内科検診 給食費(低)

20日 木 給食費(予)

21日 金 遠足予備日

22日 土

23日 日

24日 月 運動会特別時間割開始

25日 火

26日 水

27日 木 全国学力学習状況調査(6年)
心臓検診(1年)

28日 金

29日 土 おおぞらっ子クラブ(予定)

30日 日

31日 月 ALT おおぞらっ子ｸﾗﾌﾞ(予定)

明日を紡ぐ大空小学校 ～新しい大空に はばたけ!!～


