
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度のスタートにあたり 
校 長 ■  ■  ■  ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月７日（水）、春休みを終え、学校に子どもたち

が戻ってきました。友だちと再会した安堵感、新し

い先生との出会い、気持ちを新たに頑張りたいとい

う自分への期待。始業式は子どもたちにとって希望

に満ちた特別な一日です。 

始業式は感染症対策のため体育館に集まること

ができませんでしたが、テレビ放送を使い、それぞ

れの新しい学年で期待していることについてお話

をしました。２年生は、１年生の良きお手本となる

こと。３年生は、新しい勉強（社会、理科、総合、

外国語…）に意欲的に学んで欲しいこと。４年生は、

「考える力を磨くこと」。５年生は、力を合わせて難

しい勉強や困難を乗り越えること。６年生は、最高

学年としての心構えを持って笑顔で活躍すること、

です。教室の中で、「合言葉」として１年間意識して

欲しいと願っています。 

その後、入学式を行い、ピッカピカの１７名の大

切なお子さんをお預かりしました。今年度も新型コ

ロナウイルス感染症対策のため、在校生や地域の皆

様とともにお祝いできなかったことが残念です。 

入学式では新入生に向けて下記のお話をしまし

た。 

 

一年生のみなさんに三つのお願いをします。よく

聞いてください。 

一つ目は「 あいさつをしっかりしよう」です。 お

はようございます」 こんにちは」 行ってきます」

 ただいま」 さようなら」いろいろなあいさつがあ

ります。みなさんはあいさつが得意ですか。豊幌小

学校はあいさつが得意な学校です。あいさつをし合

うと、たくさんのお友達ができます。お友達ができ

ると学校が楽しくなります。そして、自分の名前を

呼ばれたら、元気よく「 はい」と返事をしましょう。 

二つ目は、 仲よくしよう」です。 

お友達と仲よくするには、やさしくお話をするこ

とです。声をかけるとお友達はうれしい気持ちにな

ります。たくさん、友だちをつくって遊んでくださ

い。 

三つめは、 あんぜん」です。 

交通事故に気をつけることです。横断歩道の渡り

方、自転車の乗り方など約束を守って安全に気をつ

けてください。それから、手洗い、うがい等も自分

を守る大切なことです。 

 

世の中では、目まぐるしく科学技術が進歩してい

ます。価値観が多様化し、新たな価値が次々と創造

されています。そして新型コロナウイルス。特にこ

の１年で私たちの生活が一変し、今までのあたりま

えが通用しなくなりました。 

しかし、どのように世の中が変わろうとも、変わ

らない大切なものがたくさんあります。上記は１年

生への話ではありますが、私たちが子どもの最も身

近な「良きモデル」となるよう、大人、そして自分

へのメッセージだと思っていますので、ご協力をお

願いします。 

さて、新型コロナウイルスへの対応が今後もしば

らく続く見込みです。学校では「三密の回避」「マス

ク着用」「手洗い」「換気」など、感染拡大防止に最

大限努めて教育活動を進めて参ります。保護者、地

域の皆様にお力を貸していただき、本校スタッフ２

２名、力を合わせて子どもの教育にあたります。ど

うぞよろしくお願いします。  
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ご挨拶(転入者) 

■ ○○ ○○ (校長) 

滝川市立明苑中学校から参りました。歴史と伝統の
ある学校に赴任することとなり、身が引き締まる思い
です。教職員、地域の皆様と力を合わせ、子どもたち
が希望の登校、満足の下校ができるよう、精一杯頑張
りますので、どうぞよろしくお願いします。 

■ ○○ ○○ （教頭） 
このたびの異動で千歳市立末広小学校より赴任し

て参りました。江別市での勤務は、初めてです。どの
ような子どもたち、保護者、地域の方々に出会えるか
とても楽しみにしています。一日でも早く子どもた
ち、地域に慣れて皆さんのお役に立てるようがんばり
ます。よろしくお願いします。 

■ ○○ ○○ (教諭) 
日高管内の平取小学校から赴任致しました。石狩管

内は初めての地であり、まだ右も左もわかりません。
(ステキなカフェがたくさあるという情報は得ていま
す！)豊幌小のお子さんお一人お一人をあふれるばか
りの教育愛で、全力で包み込むことをお約束致しま
す。何卒よろしくお願い申し上げます。 

■ ○○ ○○ (事務職員) 
この度、石狩市立樽川中学校より参りました事務職

員の三浦然愛と申します。子どもたちの学校生活がよ
り良くなるよう仕事をさせていただきます。どうぞよ
ろしくお願いいたします。 

■ ○○ ○○ （養護教諭） 
４月より育児休暇から復職しました養護教諭の松

本友美です。お子様が学校で健やかに成長し生活でき
るよう微力ながら精一杯お手伝いさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。 

■ ○○ ○○ (教諭) 
当別町立当別小学校から来た阿部弘光です。3 月に

定年退職をしましたが、再雇用で歴史と伝統のある江
別市立豊幌小学校で勤務することができました。サッ
カーが好きでコンサドーレ札幌の熱烈サポーターで
す。子ども達と仲よく楽しく過ごしていきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いします。 

■ ○○ ○○ （事務業務員） 
今年度から豊幌小学校で勤務させていただきます。

小学校での勤務は、はじめてで不安もありますが、豊
幌小学校の子供たちのたくさんの笑顔に会えること
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。 

■ ○○ ○○ （スクールサポートスタッフ） 
スクールサポートスタッフとして４月から働かせ

ていただきます。江口るみ枝と申します。３月まで事
務業務員として勤めておりましたが、また違った立場
でお仕事をさせていただく事となりました。豊幌小学
校の子供達の元気一杯な笑顔を見る事ができて嬉し
く思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

行事予定「変更」のお知らせ 

新型コロナウィルス感染症拡大防止に関わって

すでに変更(延期、中止など)が生じております。今

後も変更等があった場合は、文書、メールによりお

知らせします。いろいろとお手数をおかけしますが、

ご理解、ご協力をお願いいたします。 

職名 氏名 担任 校務分掌 

校長      

教頭      

教諭  指導法改善 
教務 
学力向上 Co 

教諭  １年１組 体育 

教諭  ２年１組 研究 

教諭  ３年１組 生徒指導 

教諭  ４年１組 環境美化 

教諭  ５年１組 児童活動 

教諭  ６年１組 教務事務 

教諭  いなほ 1 組 図書･文化 

教諭  いなほ 2 組 
教務･情報 
特別支援 Co 

養護教諭    保健･給食 

事務職員    庶務・経理 

施設業務員    環境美化 

事務業務員      

英語ＡＬＴ      

給食配膳員      

心の相談員      

学校図書館 
司書      

特別支援教育 
支援員      

学習サポート 
講師      

スクールサポート 
スタッフ      

令和３年度 豊幌小学校 職員 

４月 おもな行事 

8(木)- 9(金) --- 1 年入門期日課 

8(木) ----------- 給食開始 

12(月) ---------- 1 年給食開始 

12(月)-19(月) -- 1 年 4 時間授業 

14(水) ---------- 校外班会議 

17(土) ---------- 土曜授業①､参観日→中止 

28(水) ---------- 1 年生を迎える会 

 教材費引落日① 

現段階での変更 

4 月 17日(土) 
土曜授業①､参観日､ＰＴＡ総会 
学校説明会､ＰＴＡ係会議 

中 止 
お休みになります。間

違って登校しないよう
にご注意ください。 

「マチコミメール」 

受信できていますか？ 

1 年ほど前から豊幌小学
校は、電話連絡網を廃止
し、メールにより臨時休
業、日程変更等の連絡を行
っています。毎月、第２火
曜日にテストメールを配
信しています。受信できる
状態の確認をお願いしま
す。また、受信されました
ら必ず「受信確認」をして
下さい。 


