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令和2年4月8日(水)

帯広市立大空小学校

校長 川 上 裕 明

年度当初は、プリント類を「児童数」にて配付します

新年度スタート
新1年生57人を迎えて、322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
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児童の成長が、教育活動の充実が、日々の学びで確実に一歩ずつ前進していけるような大

空小学校を創り上げていきます。そして、わくわくする学びを通して、すくすく伸びる心身

とぽかぽかあたたかい心を育んでいきます。

さらに、令和4年度に迫った大空学園義務教育学校に向けたソフト＆ハードの環境整備、

大空小学校ならではの働き方改革により教職員と児童の学校生活の充実を目指します。

今まで以上に学校・保護者が協働し、地域の方々や施設と連携しながら、児童の未来のた

めに力を尽くします。ご協力をお願い申し上げます。

コロナのやつめ････
テレビも新聞も「コロナ」「コロナ」で、心が固まってしまうような毎日です。大空小学

校も昨年度末1ヶ月間の休校、幼稚園や保育所等も満足に通えない日々が多かったのではな

いでしょうか。昨年度末に教室で学習できなかった内容は、4/17までに新学年で学習する予定です

北海道の感染状況は一段落したように見えますが、日本全国・世界各地の様子を見てみる

と状況はむしろ悪くなっています。そんな中の授業再開、学校でも「マスク」「除菌・消毒」

「『三つの密』を避ける」を徹底して生活を送っていきます。そのため、授業の内容や進め

方、登下校や遊びについても変更を予定しているところです。

〇マスク着用をお願いします～「手作りマスク」帯広市ホームページもご参照ください

〇給食セットは毎日持ち帰ります～「毎日洗う」「2セット交互に使う」などご協力を

〇「健康調査カード」にご記入ください～毎朝検温して記入し、担任に提出してください

〇風邪症状や登校が不安な場合は、お休みしてください～担任にご連絡ください

その他、ご心配なことは学級担任・教頭・校長にご連絡ください。

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
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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 □□□□

教務主任 □□□□

１年 １組 □□□□ ２組 □□□□

２年 １組 □□□□ ２組 □□□□

３年 １組 □□□□ ２組 □□□□

４年 １組 □□□□ ２組 □□□□

５年 １組 □□□□ ２組 □□□□

６年 １組 □□□□ ２組 □□□□

そらの子学級 □□□□ □□□□ □□□□

あおぞら学級 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

日本語指導 □□□□ □□□□

学習支援 □□□□

体育専科 □□□□

養護教諭 □□□□

専門事務主任 □□□□

そらの子助手 □□□□

特別支援教育補助員 □□□□ □□□□

専門員 □□□□

事務補助員 □□□□

事務補助員・学校業務員 □□□□

学校業務員・ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄ □□□□

英語指導助手 □□□□

家庭訪問相談員 □□□□

スクールカウンセラー □□□□

６年算数科担任（大空中）□□□□････6年生の算数を毎時間指導します

栄養教諭（大空中）□□□□････食育の時間や給食指導に来ます

令和2年度から変わること
4月から新しい学習指導要領が完全実施となりますが、大空小ではすでに「高学年外国語

の時数増」「中学年の外国語活動」「時数増に対応した教育課程編成」「プログラミング教育」

などに取り組んでおり、見た目は大きな変更はありません中身はさらに充実します。

なお、家庭訪問を廃止し、保護者にご来校いただいて教育相談（二者面談）を実施します。

また、通知表『あゆみ』は年2回（10月と3月）発行します。詳細は別途お知らせします。

「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

の情報がメールで届くシステムで、不審者

情報や悪天候への学校対応が速やかに届き

ますこの春休みにはコロナ感染防止に関わ

る連絡を、素早くお知らせできました。

例年4月当初に新学年へ切り替えをしてい

ただくのですが、連絡徹底のため、まだ旧

登録のまま運用しています。切り替え時期

は改めてご連絡しますので、それまで解約

・切り替えせずお願いします。転入・新入

生でまだ登録されていない方は、担任か教

頭にご連絡ください。

◇◇校長紹介◇◇

名前 川上裕明（かわかみひろあき）

出身 北海道剣淵町

家族 妻、息子2人（社会人･大学生）

趣味 古い車、古いロック

古いヘビーメタル、古い楽器

特技 パウンドケーキ製作

～「鉄南で一番上手」では!?

廣東語会話～カタコト

よろしくお願いします
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行く人・来る人
この度の人事異動で、大空小学校から６人の教職員をお送りしました。□□□□教頭先生

（大空中へ）、□□□□先生（北斗市立浜分小へ）、事務主任の□□□□さん（川西小へ）、

校務員の□□□□さん（広陽小へ）、校務員の□□□□さん（豊成小へ）です。また、５年

生を担任していた□□□□先生が、出産のため４月からお休みになっています。児童や保護

者の方に充分なご挨拶の機会が持てず、申し訳ありませんでした。

□□□□先生からメッセージをもらっています。

しかし、4月から新たに８人の先生方をお迎えすることができました！

□□□□先生～稲田小学校より

子ども達の明るい笑顔と、前向きに取り組む姿勢を、た

くさんの場面で引き出せるように、日々の指導に全力で取

り組んでいきたいと思っています。子

ども達と、楽しく充実した日々を過ご

せるよう頑張っていきますのでどうぞ

よろしくお願いします。

□□□□教諭～６月予定の出産に向けて産前休暇へ

私事ですが、この春からしばらく出産にむけてお休みをいただきます。

２年間、大空小学校のみなさんにはたくさんお世話になりました。私自身、

子ども達から毎日元気をもらって過ごすことができた２年間でした。感謝

の気持ちでいっぱいです。現場からはしばらく離れてしまいますが、大空

っ子の活躍をこれからも応援しています。

□□□□教頭先生～南町中より

南町中学校で２年間勤め、４月より大空小学校に転入いたしました。笑

顔あふれる児童のみなさんに勇気づけられ、仕事に邁進したいと思います。

児童のみなさんはもちろんのこと、保護者、地域の方々もどうぞよろしく

お願い申し上げます。

□□□□先生～帯広小より

帯広小学校より転入いたしました。５年１組を担任させて

いただきます。

子どもたちが明るく元気にそして楽しく

学校生活をおくることができるよう，気

持ちも新たに頑張っていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。

□□□□専門事務主任

～下音更中より

この度

大空小学

校に赴任

しました、

事務職員

の齋藤と申します。６年間勤

めた前任校の下音更中学校か

ら気持ちも新たに、大空小学

校の子どもたちのために精一

杯頑張りたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたしま

す。
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令和２（2020）年4月の予定

8日 水 始業式･着任式･入学式

9日 木 あいさつ運動

10日 金 あいさつ運動

11日 土

12日 日

13日 月 あいさつ運動 児童会選挙
二計測(2､3､4年)

14日 火 二計測(5､6年､そら)

15日 水 視力･聴力検査(4年､そら)

16日 木 視力･聴力検査(6年､3-1)
PTA役員会議

17日 金 交通安全教室(1年) 児童会
視力･聴力検査(2年､3-2)

18日 土

19日 日

20日 月

21日 火 視力･聴力検査(5年)

22日 水 交通安全教室(1年)
児童会拡大代表会議

23日 木 二計測(1年)

24日 金 視力･聴力検査(1年)
保護者教育相談

25日 土

26日 日

27日 月 保護者教育相談

28日 火 保護者教育相談

29日 水 みどりの日

30日 木 保護者教育相談

＊行事変更は各学級通信でご確認ください。
＊年間予定表は少々お待ちください。

6/ 7（日）運動会

7/23（木）～8/18（火）夏休み

9/23（水）24（木）6年修学旅行

10/23（金）学習発表会

12/26（土）～1/14（木）冬休み

3/24（水）卒業証書授与式

小学校の臨時休業に伴い就業を予定していた仕事
ができなくなった場合、一定の要件を満たす保護者
に定額支給する制度ができました。３/18から「学
校等休業助成金・支援金受付センター」が受付して
います。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage
_10231.htmlまたはセンター名を検索してご確認
ください。

□□□□先生～育児休暇から復帰

２年前は急に休暇に入ってしまい，大変申

し訳ありませんでした。御蔭をもちまして，

元気な男の子を出産し，育児に専念すること

ができました。本当にあ

りがとうございました。

これからはまた、大好

きな大空小学校の子供達

のために，微力ですが頑

張りますので，よろしくお願いいたします。

□□□□先生～育児休暇から復帰

本年度、３年２組の担任になりました古田

絵理です。

３年ほどお休みをいた

だき、本年度から復職さ

せていただきました。

また元気な大空の子ども

たちと一緒に過ごすことができ、大変うれし

く思っています。みんなと学び、遊びながら

毎日笑顔で過ごしていきたいと思っています

ので、どうぞよろしくお願いします。

□□□□先生～育児休暇から復帰

約１年半の育児休暇を

いただき，今年度から復

帰しました。久しぶりの

学校で不安もあります

が，児童の皆さんにまた

会えるのを楽しみにしていました。皆さんの

学習や生活のサポートをしていきますので一

緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。

□□□□専門員～帯広市教育委員会より

１２年ぶりに、なつ

かしい大空小学校に復

帰しました。よろしく

お願いします。
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