
「「「「輝輝輝輝きをきをきをきを未来未来未来未来にににに！」！」！」！」 ・自ら学ぶ子 ・最後までやりぬく子 ・思いやりのある子 ・体をきたえる子

◎生活目標 「力を合わせて仕事しよう」

☆学習目標 「家庭学習にしっかり取り組もう」

□保健目標 「目を大切にしよう」「姿勢を正しくしよう」

◇給食指導 「健康と食事について考えよう」

目標は「笑顔！！」 ～ 後期児童会認証式（１０／１０）

１０１０１０１０月月月月からからからから児童会児童会児童会児童会はははは後期後期後期後期のののの活動活動活動活動にににに

入入入入りましたりましたりましたりました。。。。新新新新しいしいしいしい児童会三役児童会三役児童会三役児童会三役がががが選選選選

挙挙挙挙をををを経経経経てててて決定決定決定決定しししし，，，，各学級各学級各学級各学級もそれぞれもそれぞれもそれぞれもそれぞれ

新新新新しくしくしくしく学級委員長学級委員長学級委員長学級委員長やややや児童委員児童委員児童委員児童委員をををを決決決決めめめめ，，，，このこのこのこの日校長日校長日校長日校長

先生先生先生先生からからからから認証状認証状認証状認証状をををを受受受受けけけけ取取取取りりりり，，，，新新新新たなたなたなたな活動活動活動活動へのへのへのへの意欲意欲意欲意欲

をわかせていましたをわかせていましたをわかせていましたをわかせていました。。。。

後期児童会後期児童会後期児童会後期児童会のののの目標目標目標目標はははは「「「「笑顔笑顔笑顔笑顔」」」」ですですですです。。。。全校児童全校児童全校児童全校児童がががが

明明明明るいるいるいるい笑顔笑顔笑顔笑顔でででで過過過過ごせるごせるごせるごせる学校学校学校学校にできるようにできるようにできるようにできるよう，，，，力力力力をををを合合合合

わせてわせてわせてわせて取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと願願願願っていますっていますっていますっています。。。。

実りの秋，食欲の秋 ～ 地域と連携して取り組む留寿都の学習（１０／４，２５）

本校本校本校本校ではではではでは，，，，毎年毎年毎年毎年ＪＡＪＡＪＡＪＡようていようていようていようてい留寿都支所留寿都支所留寿都支所留寿都支所のののの

青年部青年部青年部青年部のののの皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご協力協力協力協力いただきいただきいただきいただき，，，，留寿都産留寿都産留寿都産留寿都産のののの

農作物農作物農作物農作物のののの栽培栽培栽培栽培，，，，収穫収穫収穫収穫，，，，加工調理加工調理加工調理加工調理などのなどのなどのなどの活動活動活動活動をををを

通通通通してしてしてして農業農業農業農業やややや食文化食文化食文化食文化さらにはさらにはさらにはさらには環境問題環境問題環境問題環境問題などをなどをなどをなどを

テーマテーマテーマテーマとしてとしてとしてとして学習学習学習学習をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。

ユネスコスクールユネスコスクールユネスコスクールユネスコスクールとしてとしてとしてとして，，，，地域地域地域地域とととと連携連携連携連携してしてしてして

すすめるすすめるすすめるすすめる大切大切大切大切なななな学習学習学習学習となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。

このこのこのこの日日日日はははは吉川吉川吉川吉川さんのさんのさんのさんの畑畑畑畑でかぼちゃのでかぼちゃのでかぼちゃのでかぼちゃの収穫収穫収穫収穫をををを

行行行行いましたいましたいましたいました。。。。ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンでででで見見見見かけるかけるかけるかける大大大大きなかきなかきなかきなか

ぼちゃもぼちゃもぼちゃもぼちゃも作作作作りましたりましたりましたりました。。。。１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日のののの留小縁日留小縁日留小縁日留小縁日

にににに登場登場登場登場しますしますしますします。。。。

またまたまたまた２５２５２５２５日日日日にはにはにはには，，，，留寿都高校留寿都高校留寿都高校留寿都高校でででで収穫収穫収穫収穫しししし，，，，地域地域地域地域のののの

方方方方々々々々とととと殻落殻落殻落殻落としをしたとしをしたとしをしたとしをした大豆大豆大豆大豆をきなをきなをきなをきな粉粉粉粉にしましたにしましたにしましたにしました。。。。

子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは教教教教えてもらいながらえてもらいながらえてもらいながらえてもらいながら，，，，石臼石臼石臼石臼をををを使使使使ってってってって

炒炒炒炒ったったったった大豆大豆大豆大豆をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに粉粉粉粉にしていきましたにしていきましたにしていきましたにしていきました。。。。

そのそのそのその後後後後，，，，できあがったきなできあがったきなできあがったきなできあがったきな粉粉粉粉をををを２２２２年生年生年生年生がががが作作作作ったったったった

白玉団子白玉団子白玉団子白玉団子にかけてにかけてにかけてにかけて食食食食べましたべましたべましたべました。。。。作作作作りたてのきなりたてのきなりたてのきなりたてのきな粉粉粉粉

のおいしさにのおいしさにのおいしさにのおいしさに，，，，みんなびっくりみんなびっくりみんなびっくりみんなびっくり！！！！

自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの住住住住むむむむ村村村村でとれたものをでとれたものをでとれたものをでとれたものを調理調理調理調理してしてしてして，，，，おおおお

いしくいしくいしくいしく安心安全安心安全安心安全安心安全にににに食食食食べられることはべられることはべられることはべられることは，，，，当当当当たりたりたりたり前前前前のののの

ようですがようですがようですがようですが本当本当本当本当にありがたいことですにありがたいことですにありがたいことですにありがたいことです。。。。

 

本校本校本校本校はははは，，，，子子子子どもたちがのびのどもたちがのびのどもたちがのびのどもたちがのびの

びとびとびとびと過過過過ごしごしごしごし，，，，教育活動教育活動教育活動教育活動がががが「「「「見見見見ええええ

るるるる」「」「」「」「わかるわかるわかるわかる」「」「」「」「伝伝伝伝わるわるわるわる」」」」そしてそしてそしてそして，，，，

地域地域地域地域とととと共共共共にににに歩歩歩歩むむむむ学校学校学校学校づくりをづくりをづくりをづくりを目目目目

指指指指していますしていますしていますしています。。。。

今年今年今年今年はははは留寿都村唯一留寿都村唯一留寿都村唯一留寿都村唯一のののの小学校小学校小学校小学校

であるであるであるである本校本校本校本校のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの学習学習学習学習

のののの様子様子様子様子をををを，，，，一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの村村村村のののの

皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご覧覧覧覧いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと考考考考ええええ，，，，

日曜日日曜日日曜日日曜日のののの授業参観日授業参観日授業参観日授業参観日をををを設設設設けましけましけましけまし

たたたた。。。。

←←←←５５５５年生福祉年生福祉年生福祉年生福祉についてについてについてについて学学学学んだことをにんだことをにんだことをにんだことをに発表発表発表発表

していますしていますしていますしています。。。。

↓↓↓↓６６６６年生外国語活動年生外国語活動年生外国語活動年生外国語活動のののの様子様子様子様子ですですですです。。。。メーガンメーガンメーガンメーガン先生先生先生先生とととと楽楽楽楽しくしくしくしく進進進進めていますめていますめていますめています。。。。

当日当日当日当日はははは，，，，あいにくのあいにくのあいにくのあいにくの天気天気天気天気でしでしでしでし

たがたがたがたが，，，，日曜日日曜日日曜日日曜日とととと言言言言うこともありうこともありうこともありうこともあり，，，，

保護者保護者保護者保護者のののの皆様皆様皆様皆様をはじめをはじめをはじめをはじめ，，，，普段普段普段普段なななな

かなかかなかかなかかなか参観日参観日参観日参観日にににに来来来来られないられないられないられない方方方方なななな

どどどど，，，，多多多多くのくのくのくの皆様皆様皆様皆様におにおにおにお越越越越しいただしいただしいただしいただ

きましたきましたきましたきました。。。。

今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してしてしてして日曜参観日日曜参観日日曜参観日日曜参観日をををを

設設設設けてけてけてけて，，，，少少少少しでもしでもしでもしでも多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々にににに

子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの学学学学ぶぶぶぶ姿姿姿姿をごをごをごをご覧覧覧覧いたいたいたいた

だきたいとだきたいとだきたいとだきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

もちろんもちろんもちろんもちろん参観日参観日参観日参観日ではなくてもではなくてもではなくてもではなくても，，，，

いつでもおいつでもおいつでもおいつでもお越越越越しいただけますしいただけますしいただけますしいただけます。。。。

今後今後今後今後ともよろしくおともよろしくおともよろしくおともよろしくお願願願願いいたいいたいいたいいた

しますしますしますします。。。。

留寿都村立留寿都小学校

平成２４年１０月３１日

№５７１
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梶 野 祐 樹

留寿都小学校学校便留寿都小学校学校便留寿都小学校学校便留寿都小学校学校便りりりり



「「「「浪越教育長浪越教育長浪越教育長浪越教育長 おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした！！！！」」」」

校 長 梶 野 祐 樹

「「「「校長先生 最近校長先生 最近校長先生 最近校長先生 最近のののの小学校小学校小学校小学校のののの様子様子様子様子はどうだいはどうだいはどうだいはどうだい？」？」？」？」

「「「「○○○○○○○○くんくんくんくん ケガケガケガケガをしたとをしたとをしたとをしたと聞聞聞聞いたけれどいたけれどいたけれどいたけれど大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なのなのなのなの？」？」？」？」

「「「「△△△△△△△△先生 体調悪先生 体調悪先生 体調悪先生 体調悪いといといといと報告受報告受報告受報告受けたけれどけたけれどけたけれどけたけれど様子様子様子様子はどうなのはどうなのはどうなのはどうなの？」？」？」？」

浪越教育長浪越教育長浪越教育長浪越教育長におにおにおにお会会会会いするといするといするといすると、、、、いつもいつもいつもいつも学校学校学校学校のののの様子様子様子様子、、、、子子子子どもどもどもども達達達達そしてそしてそしてそして先生方先生方先生方先生方のののの様子様子様子様子をををを気気気気にしていにしていにしていにしてい

ただいたりごただいたりごただいたりごただいたりご心配心配心配心配いただいたりいただいたりいただいたりいただいたり、、、、とととと常常常常にににに小学校現場小学校現場小学校現場小学校現場についてについてについてについて親身親身親身親身になっておになっておになっておになってお話話話話をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき

ましたましたましたました。。。。

私私私私がががが一般教員一般教員一般教員一般教員だっただっただっただった時時時時はははは、、、、所属市町村所属市町村所属市町村所属市町村のののの教育長教育長教育長教育長とおとおとおとお話話話話するするするする機会機会機会機会はほとんどありませんでしたはほとんどありませんでしたはほとんどありませんでしたはほとんどありませんでした。。。。

市町村教育行政市町村教育行政市町村教育行政市町村教育行政ののののトップトップトップトップとしてとしてとしてとして「「「「遠遠遠遠いいいい上上上上のののの存在存在存在存在」」」」でしかありませんでしたでしかありませんでしたでしかありませんでしたでしかありませんでした。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら校長校長校長校長

になるとになるとになるとになると、、、、教育長教育長教育長教育長とのとのとのとの距離距離距離距離はははは一気一気一気一気にににに縮縮縮縮まりまりまりまり日常的日常的日常的日常的におにおにおにお話話話話をするようになったのですをするようになったのですをするようになったのですをするようになったのです。。。。

「「「「いやいやいやいや～～～～ 校長先生校長先生校長先生校長先生！！！！ 教育教育教育教育はははは「「「「夢夢夢夢」」」」なんだよななんだよななんだよななんだよな。。。。留寿都村留寿都村留寿都村留寿都村のののの子子子子どもどもどもども達達達達をどうをどうをどうをどう育育育育てたいかとてたいかとてたいかとてたいかと

いういういういう「「「「夢夢夢夢」」」」をををを持持持持ってってってって、、、、そのそのそのその夢夢夢夢をををを実現実現実現実現させることがさせることがさせることがさせることが俺俺俺俺らのらのらのらの仕事仕事仕事仕事なんだよななんだよななんだよななんだよな。。。。それとそれとそれとそれと俺俺俺俺はさはさはさはさ～「～「～「～「感感感感

謝謝謝謝のののの気持気持気持気持ちちちち」」」」をわすれちゃいけないとをわすれちゃいけないとをわすれちゃいけないとをわすれちゃいけないと思思思思っているっているっているっている。。。。このこのこのこの歳歳歳歳でででで仕事仕事仕事仕事をさせてもらっているというをさせてもらっているというをさせてもらっているというをさせてもらっているという

気持気持気持気持ちをちをちをちを忘忘忘忘れちゃいけないしれちゃいけないしれちゃいけないしれちゃいけないし、、、、だからだからだからだから頑張頑張頑張頑張らなくちゃいけないんだよならなくちゃいけないんだよならなくちゃいけないんだよならなくちゃいけないんだよな。。。。」」」」

今今今今からからからから２２２２年前年前年前年前、、、、私私私私がががが留寿都小学校留寿都小学校留寿都小学校留寿都小学校のののの校長校長校長校長になってになってになってになって初初初初めてめてめてめて浪越教育長浪越教育長浪越教育長浪越教育長といっしょにおといっしょにおといっしょにおといっしょにお酒酒酒酒をををを飲飲飲飲んだんだんだんだ

時時時時、、、、熱熱熱熱くくくく！！！！語語語語ってくれたってくれたってくれたってくれた言葉言葉言葉言葉ですですですです（（（（ごごごご本人本人本人本人はははは忘忘忘忘れているかもしれませんがれているかもしれませんがれているかもしれませんがれているかもしれませんが））））。。。。

浪越教育長浪越教育長浪越教育長浪越教育長はははは、、、、５５５５年後年後年後年後、、、、１０１０１０１０年後年後年後年後のことをのことをのことをのことを視野視野視野視野にににに入入入入れてれてれてれて、、、、常常常常にににに留寿都留寿都留寿都留寿都のののの子子子子どもどもどもども達達達達のことをのことをのことをのことを考考考考

ええええ熱熱熱熱くくくく語語語語ってくれるってくれるってくれるってくれる教育長教育長教育長教育長でしたでしたでしたでした。。。。私私私私にとってにとってにとってにとって、、、、わずかわずかわずかわずか２２２２年半年半年半年半のおつきあいでしかありませんのおつきあいでしかありませんのおつきあいでしかありませんのおつきあいでしかありません

がががが、、、、学校経営学校経営学校経営学校経営のののの上上上上でたくさんのごでたくさんのごでたくさんのごでたくさんのご指導指導指導指導、、、、アドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをををを頂頂頂頂きききき公私公私公私公私ともにおともにおともにおともにお世話世話世話世話いただいたいただいたいただいたいただいた教育長教育長教育長教育長

でもありましたでもありましたでもありましたでもありました。。。。そのようなそのようなそのようなそのような浪越教育長浪越教育長浪越教育長浪越教育長がががが退任退任退任退任されたというのはとてもされたというのはとてもされたというのはとてもされたというのはとても残念残念残念残念ではありますではありますではありますではあります。。。。でででで

もそのもそのもそのもその「「「「情熱情熱情熱情熱」」」」はしっかりはしっかりはしっかりはしっかり引引引引きききき継継継継がせてもらいましたがせてもらいましたがせてもらいましたがせてもらいました。。。。

このこのこのこの場場場場をおをおをおをお借借借借りしてりしてりしてりして、、、、浪越教育長浪越教育長浪越教育長浪越教育長にににに心心心心よりよりよりより感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと同時同時同時同時にににに、、、、「「「「留寿都村留寿都村留寿都村留寿都村のののの子子子子どもどもどもども

達達達達」」」」のためにのためにのためにのために森教育長森教育長森教育長森教育長とととと共共共共にににに頑張頑張頑張頑張っていこうとっていこうとっていこうとっていこうと思思思思いますいますいますいます。。。。

「「「「浪越教育長浪越教育長浪越教育長浪越教育長 ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

そしておそしておそしておそしてお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした！！！！」」」」

１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日((((火火火火))))１８１８１８１８：：：：３０３０３０３０よりよりよりより，，，，留寿都小学校留寿都小学校留寿都小学校留寿都小学校のののの音楽室音楽室音楽室音楽室にてにてにてにて，，，，留寿都村生活指導委員留寿都村生活指導委員留寿都村生活指導委員留寿都村生活指導委員

会主催会主催会主催会主催のののの講演会講演会講演会講演会をををを行行行行いますいますいますいます。。。。講師講師講師講師はははは，，，，浪越前留寿都村教育長浪越前留寿都村教育長浪越前留寿都村教育長浪越前留寿都村教育長ですですですです。。。。これまでこれまでこれまでこれまで２２２２期期期期８８８８年年年年にわにわにわにわ

たりたりたりたり村村村村のののの教育行政教育行政教育行政教育行政のののの責任者責任者責任者責任者としてとしてとしてとして務務務務められてきためられてきためられてきためられてきた経験経験経験経験とととと村村村村のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健全育成健全育成健全育成健全育成へのへのへのへの思思思思

いをおいをおいをおいをお話話話話ししていただきたいとししていただきたいとししていただきたいとししていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

後日後日後日後日，，，，保護者保護者保護者保護者のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには，，，，文書文書文書文書にてごにてごにてごにてご案内案内案内案内させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

ぜひおぜひおぜひおぜひお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。

１４１４１４１４((((水水水水)))) 特別日課特別日課特別日課特別日課 ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ５５５５年年年年

札響札響札響札響ジュニアコンサートジュニアコンサートジュニアコンサートジュニアコンサート

１５１５１５１５((((木木木木)))) 特別日課 職員会議特別日課 職員会議特別日課 職員会議特別日課 職員会議

１８１８１８１８((((日日日日)))) 後志後志後志後志ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ母親研修会母親研修会母親研修会母親研修会

１１１１日日日日((((木木木木)))) 交通安全街頭指導交通安全街頭指導交通安全街頭指導交通安全街頭指導 １９１９１９１９((((月月月月)))) 読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ会会会会

安全点検日安全点検日安全点検日安全点検日 ２０２０２０２０((((火火火火)))) ３３３３ブロブロブロブロ一斉部会一斉部会一斉部会一斉部会

２２２２日日日日((((金金金金)))) 留小縁日留小縁日留小縁日留小縁日 ２１２１２１２１((((水水水水)))) 児童会児童会児童会児童会 ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ５５５５年年年年，，，，６６６６年年年年

３３３３日日日日((((土土土土)))) 文化文化文化文化のののの日 学芸会特別時間割開始日 学芸会特別時間割開始日 学芸会特別時間割開始日 学芸会特別時間割開始

５５５５日日日日((((月月月月)))) 読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ会会会会 ２２２２２２２２((((木木木木)))) 校内研究会校内研究会校内研究会校内研究会

６６６６日日日日((((火火火火)))) ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ研修旅行 朝研修旅行 朝研修旅行 朝研修旅行 朝のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ

７７７７日日日日((((水水水水)))) クラブクラブクラブクラブ ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ５５５５年年年年 ２３２３２３２３((((金金金金)))) 勤労感謝勤労感謝勤労感謝勤労感謝のののの日日日日

８８８８日日日日((((木木木木)))) ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ６６６６年年年年 ２７２７２７２７((((火火火火)))) 特別日課特別日課特別日課特別日課

９９９９日日日日((((金金金金)))) 特別日課 村生活指導委員会講演会特別日課 村生活指導委員会講演会特別日課 村生活指導委員会講演会特別日課 村生活指導委員会講演会

１２１２１２１２日日日日((((月月月月)))) 秋秋秋秋のののの絵画展絵画展絵画展絵画展((((～～～～２２２２２２２２日日日日)))) ２８２８２８２８((((水水水水)))) 児童会児童会児童会児童会

１３１３１３１３日日日日((((火火火火)))) 授業参観日授業参観日授業参観日授業参観日 ５５５５時間授業時間授業時間授業時間授業

☆１１月２日(金)は，留小縁日です！
９：２０～１１：３０まで行われます。楽しい秋のフェスティバルとなります。保護者の皆様も，地域

の皆様もぜひお越しください。全校児童楽しみにお待ちしています！

☆１１月１３日(火)は，授業参観日です！
今年最後の参観日となります。秋の絵画展も行っておりますので，そちらのほうもご覧ください。

☆１１月１４日(水)は，札幌交響楽団ジュニアコンサートです！
フルオーケストラによる演奏を本校体育館で行います。生の演奏を聴くことのできる素晴らしい

機会となります。とても楽しみです。

☆１１月２１日(水)より学芸会特別時間割に入ります!
練習や準備，委員会の仕事などで子どもたちも忙しくなります。寒くなる季節ですので，学校で

も十分気をつけてまいりますが，ご家庭でもお子さんの健康管理にお気を付けください。

平成平成平成平成２４２４２４２４年度後期児童会年度後期児童会年度後期児童会年度後期児童会

会 長会 長会 長会 長 ６６６６年 佐藤 未空 書 記年 佐藤 未空 書 記年 佐藤 未空 書 記年 佐藤 未空 書 記 ５５５５年 暮地 梨湖年 暮地 梨湖年 暮地 梨湖年 暮地 梨湖

副会長副会長副会長副会長 ６６６６年 加地 遊 書 記年 加地 遊 書 記年 加地 遊 書 記年 加地 遊 書 記 ４４４４年 井上 莉歌年 井上 莉歌年 井上 莉歌年 井上 莉歌

副会長副会長副会長副会長 ５５５５年 丸岡 洸太年 丸岡 洸太年 丸岡 洸太年 丸岡 洸太

学級委員長学級委員長学級委員長学級委員長

６６６６年 小林 息吹年 小林 息吹年 小林 息吹年 小林 息吹 ４４４４年 森 善斗年 森 善斗年 森 善斗年 森 善斗

５５５５年 岩田 望未年 岩田 望未年 岩田 望未年 岩田 望未 ３３３３年 吉川 倖生年 吉川 倖生年 吉川 倖生年 吉川 倖生


