
 

 

  
1879年開校 道東の歴史と共に歩み続ける学校 

 

 

新年度のスタートにあたって 

                                            

校長    秦  直 人 

 

 「道東の歴史と共に歩み続ける厚岸小学校」で、子どもたちと先生方は新たな気持ちで力強い一歩を

踏み出しています。ぴかぴかの１年生 14 名、そして床潭小学校から 4 名、転入生 2 名を迎え、141

名の児童と教職員 22 名で平成 29 年度をスタートいたしました。 

   

 私は始業式で、「この一年間で頭と体と心をバランス良く、しっかりと鍛えていこう！」とそれぞれ

の具体例を示しながら子どもたちにお話ししました。昨年度に引き続きの目標となりますが、次代を担

う子ども達にとって、やはり、「学力・心力・体力」をバランスよく育むことが大切だという強い思い

からです。 

 そのために学校では、学級担任はもとより、私を含めた 22 名の教職員みんなで、厚岸小学校の子ど

も一人一人の違いや良さを認め、それぞれの立場、役割で個に応じた指導をじっくりと進めていきます。

子どもの変容、成長を各家庭、地域の皆さんと共有できるよう、学校・家庭・地域が一体となって、教

育活動を進めていきたいと思いますので、お気づきの点や要望などございましたら、遠慮なく学校へお

知らせください。 

 今年度も「潤いと規律と連帯感のある教育活動」を土台として、「どの子も満足度・達成度が高めら

れ、学校に登校してくることが何より楽しみな学校」をめざして頑張りますので、保護者・地域の皆様

のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 【追記】 

  ４月中旬、ニュースで明らかになった千葉県我孫子市で起きた小学校３年生女子児童の不幸な事件は、我々、学校関

係者にとっても、地域・保護者の皆様にとっても、たいへんショッキングなものでした。 

  子どもを守るべき立場の人が、悪事を企てたらどうしようもない……という嘆きの声が多数ありますが、だからこそ、

地域の大人一人一人が、次代を担う大事な子ども達一人一人に目を配り、アンテナを高くして、見守り活動をしていく

ことは絶対に大切なことです。 

  今後とも、学校・家庭・地域が連携して、大切な子ども達が健全に育っていけるよう協力し合っていきましょう！ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆上記転入職員を含めたこの２２名で今年度の厚岸小学校を運営いたします。よろしくお願い致します。 

校  長  秦  直人 

教  頭  佐久間 研 

１年担任  三倉 美佳 

２年担任  中島  愛 

３年担任  山下 亮太 

４年担任  廣島眞理子 

５年担任  堀田 幹峰 

６年担任  藤井 健史 

あさがお学級   松川 紗衣 

ひまわり学級   増田絵梨香 

そよかぜ学級   野呂 照美 

たんぽぽ学級   網村 永志 

ステップ教室   菊地 貴大 

少人数教室  木村 浩子 

特支コーディネーター   林  大嗣 

担任外（教務） 佐澤 美抄 

担任外（生徒指導） 乃一    誠 

養護教諭  春日 篤美 

事務職員 佐々木政太郎 

支援員  竹中 久美子 

公務補  濱谷 義信 

校務補助員 五十嵐 浩美 

 

 

 

 

平成２９年４月２８日発行 

林 大嗣 教諭 （釧路町立富原小学校より転入） 
  厚岸小学校では特別支援コーディネーターということで、特別支援についての連絡・調整の他、

授業も受け持たせていただきます。明るく元気な子どもたちと共に、何より子ども達のためにな

るように、他の教職員、そして保護者の皆さんとも連携しながら、一生懸命頑張っていきたいと

考えています。どうぞよろしくお願い致します。 

三倉 美佳 教諭 （釧路市立釧路小学校より転入） 

  赴任してから約１か月が経ちました。毎朝，子ども達の明るいあいさつに元気をもら

っています。私も子ども達に負けないよう，明るく元気に情熱を持って教育活動に励んで

いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

菊地 貴大 教諭 （別海町立上西春別小学校より転入） 
  初めまして。別海町立上西春別小学校より参りました菊地貴大と申します。学校が始まって数

日が経ちますが、廊下ですれ違うときに元気なあいさつをする姿や学習にも前向きに取り組む姿

を見ていて、これからも子ども達と一緒に過ごせる毎日にとてもワクワクしています。厚岸小の

子ども達と一緒に成長していきたいと思います。よろしくお願い致します。 

網村 永志 教諭 （北海道教育大学釧路校を卒業後本校に着任） 
  この度、小学校教諭としてのキャリアを厚岸小学校でスタートさせていただけることとなりま

した。周りの先生や保護者の皆様に助けていただくことが多くなると思いますが、厚岸小の子ど

もたちとともに、自分も教職員として成長できるよう頑張ります。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

佐久間 研 教頭 （釧路市立美原小学校より転入） 

  厚岸小での勤務は２度目になります。元気で明るく素直な子ども達の様子は以前お世話になっ

た際と全く変わっておらず、安心しています。保護者の皆様にも以前と同様、ご理解・ご協力を

賜りながら、健やかな子ども達の成長のために、精一杯努力していきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願い致します。 

 

野呂 照美 教諭 （厚岸町立床潭小学校より転入） 

  着任して１カ月。元気なあいさつと素敵な歌声、授業中の真剣なまなざし、と厚岸小

の子どもたちのがんばる姿に感心しつつ、私も負けられないなと、気を引き締める毎日

です。精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくおねがいいたします。 

～着任教職員あいさつ～ 



 
 

４月６日（木）に平成２９年度の入学式が行われ、元気な１４名の１年生が入学しました。 

 

新入生ひとり一人が学級担任の三倉先生から

呼名され、大きな声で元気に返事をしていま

した。 

                         

                        

式の中でもしっかりと校長先生の話を聞き、

元気に返事をしたり、「よろしくお願いします」

のあいさつをしたりと立派な態度で入学式を

終えました。 

 

 

  ２年生は１年生を迎えるために「PPAP」を 

  発表しました。 

  こちらも１年上のお兄さん・お姉さんらしく、 

大変上手に発表することができていました。  

 

これからもしっかりと１年生の面倒を見てあげ 

てくださいね。 

１年生のみなさん、１日も早く小学校の生活に 

慣れましょう。 

 

 
  

４月２２日は土曜授業での授業参観・懇談・PTA 総会が行われ、多数の保護者の方々のご参観・

ご参加をいただきました。ありがとうございます。 

   
      １年生 国語       ２年生 道徳      ３年生 算数 

   
        ４年生 国語       ５年生 社会      ６年生 外国語 

＜5月の行事予定＞ 

日 曜 お も な 予 定 

1 月 家庭訪問 

2 火 朝会 家庭訪問 避難訓練 

3 水 祝日 憲法記念の日 

4 木 祝日 みどりの日 

5 金 祝日 こどもの日 

6 土 週休日  

7 日 週休日 

8 月 読書週間（～１２日） QU 実施週間（～１９日） 家庭訪問 

9 火 朝会 歯科検診（1，5年生） 家庭訪問予備日  

10 水 歯科検診（3，4年生）  

11 木 知能検査（3，5年生）  歯科検診（2，6年生） たてわりリーダー会議 

12 金 特別時程 児童委員会 読み聞かせ 

13 土 週休日 

14 日 週休日 

15 月 緊急時集合訓練 

16 火 朝会 読書週間（～２６日） 

17 水 ALT来校 ミーティング たてわりリーダー会議 

18 木 図書館バス 

19 金 特別時程 クラブ 読み聞かせ 

20 土 週休日 

21 日 週休日 

22 月 午前授業 チャレンジテスト過去問実施週間（～３１日）リーダー会議 

23 火 ５年生ニホロ 

24 水 ALT来校 ミーティング 

25 木 開校記念日 

26 金 特別時程 児童委員会 読み聞かせ 

27 土 週休日 PTA 環境整備作業（ペンキ塗り） 

28 日 週休日 

29 月  

30 火 朝会 図書館バス なかよし集会 

31 水 ALT来校 ミーティング 

【重要】緊急時集合訓練について 

  ◇５月１５日に緊急時集合訓練があります。この日は１４時２５分までにお迎えに来てください。

（床潭地域の児童もお迎えです。この日は帰りのスクールバスはありません） 

  ◇この日は１２時３０分頃にお迎えをお願いする開封確認付きのメールが送信され、未登録のご家

庭には電話での連絡を入れさせていただきます。 

  ◇１～３年生のお迎えは学校前、４～６年生のお迎えは裏駐車場でお願いします。 

  ◇お迎えを他の保護者の方に頼む場合は事前に学校までお知らせください。 

 

 

 

安心メール登録率１００％を！ 

緊急時に素早く正確な情報を伝えるこ

とができますし、未読をチェックして学校

から直接電話することもできます。 

登録に関して不明な点は 

学校までお問い合わせ下さい。  


