
 

 

1879 年開校 道東の歴史と共に歩み続ける学校
 

 

学力・心力

 

４月１日付で厚岸小学校の校長

と共に歩み続ける厚岸小学校の重責

てですが、厚岸小学校の子ども達

願いいたします。 

 

さて、今年度
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今年度も子どもの変容や成長を

なって、教育活動を進めていきたいと

慮なく学校へお知らせ願います。

文末になりましたが、保護者の皆様

新年度のご挨拶とさせていただきます

 なお、不定期となりますが、教育活動

厚小だより厚小だより厚小だより厚小だより

＜＜＜＜どの子も満足度・達成度を高められ、学校に登校してくることが何よりも楽しみな学校どの子も満足度・達成度を高められ、学校に登校してくることが何よりも楽しみな学校どの子も満足度・達成度を高められ、学校に登校してくることが何よりも楽しみな学校どの子も満足度・達成度を高められ、学校に登校してくることが何よりも楽しみな学校

子ども達一人一人にそれぞれの生活があり、個性があります。私たち２０名の教職員は子ども一人一人

の違いやよさを認め、それぞれの立場、役割で一人一人にしっかりと関わり、個に応じてきめ細やかな指導

をしていきます。 

また、その子の個性を生かし、自己肯定感、自己有用感を高める子どもを育てていきます。

＜＜＜＜保護者、地域の信頼や期待に応える学校保護者、地域の信頼や期待に応える学校保護者、地域の信頼や期待に応える学校保護者、地域の信頼や期待に応える学校

子どもは学校、家庭、地域が一体となって育てていくものであ

力を仰ぐような立場になっては、一体となった教育とはなりにくい

頼され協力を得て、本来の学校教育が成り立

保護者の願いや思いをしっかりと受け止め、共に育てていくことを目指し

いきます。 

 

道東の歴史と共に歩み続ける学校 

心力・体力のバランスのとれた

子どもの育成を

校長を務めさせていただくことになりました

重責を承り、身の引き締まる思いです。根室管内以外

達・地域のために精一杯努力していく所存

今年度は１４名の可愛らしい１年生と８名

名、教職員２０名で厚岸小学校ならではの教育活動

今年度の学校経営で次の２点を大切にしたいと

を各家庭、地域の皆さんと共有できるよう

めていきたいと考えております。お気付きの点や要望

。 

皆様、地域の皆様には昨年同様、変わらぬご

とさせていただきます。本年度もどうぞよろしくお願いいたします

教育活動の様子を小学校のＨＰで紹介させていただきます
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のバランスのとれた 

を目指して 
校長 古 森 康 晴 

めさせていただくことになりました古森康晴です。道東の歴史

根室管内以外での勤務は初め

所存です。どうぞ、よろしくお

名の教職員を迎え、全校児童   

教育活動を展開していきます。 

にしたいと考えています。 

できるよう、学校・家庭・地域が一体と

要望などがございましたら、遠

わらぬご支援・ご協力をお願いし、
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☆上記転入職員
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休業中

専念させていただくことができました

これからはなお
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よろしくお願いします！！

また、昨年度末からお休みに入っていた養護教諭の

。以下、鈴木先生のご挨拶です。 

上記転入職員に公務補助員の相原さんを含めたこの２１

します。 

  長  古森 康晴 

  頭  佐久間 研 

年担任  網村 永志 

年担任  山下 亮太 

年担任  林  大嗣 

年担任  工藤 夏希 

５年担任  赤木  

６年担任  野呂 照美

特別支援担当  兼田 博司

特別支援担当  板坂千香子

特別支援担当   大矢 和磨

特別支援担当   佐澤 美抄

 谷 隆 司 先生 （厚岸町立高知中学校

赴任してひと月ほどたち、いつも感心していることがあります

学習など何事にも一生懸命取り組む姿です。本当に

めにできる限り力を尽くしたいと考えておりますので

 田 博 司 先生 （釧路市立阿寒小学校

釧路市立阿寒小学校から異動して参りました。元気

うれしく思っております。子どもたちの成長をサポートすることができるように

の皆様にはお世話になると思いますが、どうぞよろしくお

 坂 千香子 先生 （釧路市立武佐小学校

釧路市立武佐小学校から赴任しました板坂千香子

が楽しいです。微力ですが、一所懸命頑張りたいと

 木   蛍 先生 （釧路町立富原小学校

釧路町立富原小学校から赴任しました、赤木蛍です

たくさんあります。これから、元気いっぱいの子ども

。子ども達のために精一杯頑張っていきたいと

 池   優 先生 （音更町立鈴蘭小学校

こんにちは。音更町立鈴蘭小学校からやってきました

大変嬉しく思います。久々に釧路ならではの寒さに耐

ともよろしくお願いします。 

 輪 彩 水 先生 （今年度

埼玉県から参りました、三輪彩水です。２２年間過

連続です。初めての地で不安もありますが、子ども

また、子ども達と共に私自身も成長していきたいと

休業中には皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしまして

させていただくことができました。ありがとうございました

これからはなお一層、お子様の心と体の成長のサポートができるよう

いします。                     

よろしくお願いします！！～転入職員あいさつ～

の 鈴木 望 先生が連休明けより本校に復帰されることになりま

２１名で今年度の厚岸小学校を運営いたします

  蛍 

照美 

博司 

板坂千香子 

和磨 

美抄 

特別支援担当   菊地 貴大 

少人数教室  湊谷 隆司 

担任補助  菊池  優 

担任補助  三輪 彩水 

養護教諭  鈴木  望 

事務職員 佐々木政太郎

支援員  竹中

公務補  濱谷

校務補助員 相原
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えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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釧路町立富原小学校より） 

です。厚岸のこと、小学校のこと、まだまだわからないことが

ども達と一緒によいところをたくさん見つけていけたらと

っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします

音更町立鈴蘭小学校より） 

からやってきました菊池優です。6 年ぶりに釧路管内に戻って

耐えつつ児童に指導してます。期限付き教諭という

今年度女子栄養大学を卒業） 

年間過ごした埼玉から厚岸に来て、寒さと豊かな自然

ども達が充実した学校生活を送れるよう、支援

していきたいと思います。よろしくお願いします。 

をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。皆様のお

ありがとうございました。 

のサポートができるよう努力してまいります。どうぞよろしくお

                                 養護教諭

～転入職員あいさつ～ 

されることになりま

いたします。よろしくお願

佐々木政太郎 

竹中 久美子 

濱谷 義信 

相原 叶夢 
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の未来保障のた
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養護教諭  鈴木 望 



＜＜＜＜5555 月の行事予定＞月の行事予定＞月の行事予定＞月の行事予定＞ 

日 曜 お も な 予 定 

1 水 即位の日 

2 木 国民の休日  

3 金 祝日 憲法記念日 

4 土 祝日 みどりの日 

5 日 祝日 こどもの日 

6 月 振替休日 

7 火  朝会 あたり前チェックの日 避難訓練 Ｑ-Ｕ週間 

8 水 内科検診（中学年） 

9 木 内科検診（低学年） 外国語活動（３～６年） 

10 金 児童委員会 読み聞かせ 避難訓練予備日 

11 土  

12 日  

13 月 第 1 回読書週間（～18 日） 縦割り班リーダー会議 

14 火  朝会 歯科検診（1・5 年） ランランデイ（中休み） 4 年生校外学習（警察署） 

15 水 
外国語（5・6 年） 歯科検診（3・4 年） 知能検査（3・5 年）  

1・2 年生校外学習（森林公園） 

16 木 外国語（３～6 年） 歯科検診（2・6 年） 尿検査（４～6 年） 

17 金 クラブ 読み聞かせ 

18 土  

19 日  

20 月  

21 火 朝会（縦割り班顔合わせ）  

22 水 ランランウィーク（～30 日） 3 年生校外学習（コンキリエ） 

23 木  図書館バス 外国語（5・6 年） 眼科検診 

24 金 耳鼻科検診（1・4 年） 児童委員会 読み聞かせ 

25 土 開校記念日開校記念日開校記念日開校記念日  PTA ペンキ塗り作業（予） 

26 日  

27 月 緊急時集合訓練 

28 火 尿検査（１～3 年） 5 年生ニホロ 

29 水  4 時間授業（先生たちの研究会） 

30 木  外国語（3～6 年） 

31 金 遠足 

【【【【重要重要重要重要】】】】緊急時集合訓練緊急時集合訓練緊急時集合訓練緊急時集合訓練についてについてについてについて    

  ◇５月２７日に緊急時集合訓練があります。この日は１４１４１４１４時時時時２５２５２５２５分分分分までにおまでにおまでにおまでにお迎迎迎迎えにえにえにえに来来来来てくださいてくださいてくださいてください。。。。

（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。 

 

◎入学おめでとうございます！！ 

 

４月５日（金）、平成３１年度の入学式が行われ、１４名の元気な１年生が入学しました。 

学級担任の網村先生から名前を呼ばれ、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、お祝いの言葉を述べていただいた来

賓の方にしっかりと返礼したりするなど立派な態度で入学式を終えました。 

 入学式から３週間が経ちました。毎日の勉強の様子や楽しそうに遊ぶ様子、給食をおいしそうに食べ

る様子などは、すっかり小学校の生活に慣れてきたように見えます。 

明日からの連休でこの 3 週間の疲れを取って、5 月からまた元気に登校できるようにしましょう。 

 

◎ＰＴＡ三役が決まりました 
 

 4 月 20 日の土曜授業の日にＰＴＡ総会が行われ、今年度のＰＴＡ事業の基本計画や予算案などが審

議され、承認されました。 

 同時に平成 31 年度のＰＴＡ三役の改選案についても承認を受け、今年度のＰＴＡ三役が決まりまし

たのでお知らせいたします。※（  ）はお子さんの学年です。 

 

ＰＴＡ会長：吉田直史さん （5 年生）   監査   ：山口康子さん （3 年） 

副会長  ：柿崎史裕さん （6 年生）   事務局次長：小笠原景太さん（4 年） 

副会長  ：長崎美穂さん （4 年生）   事務局次長：福井義記さん （4 年） 

監査   ：成澤幸恵さん （5・6 年） 

                                  の 7 名の保護者の皆様と 

学校側から 

事務局長 ：佐久間研 教頭 

書記   ：佐澤美抄 教諭 

会計   ：佐々木政太郎 事務職員の 3 名の教職員で今年度のＰＴＡ事務局を運営していきます。 

 

今年度は、本校が厚岸町ＰＴＡ連合会の事務局校となっています。ＰＴＡ会員の皆様には、ご協力を

いただく機会が多くなるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

また、その後の学級懇談会ではＰＴＡの学級の役員選考も行われ、では既に決定の報告をしていただ

いた学級もございます。5 月 14 日に第 1 回の専門部会を行いますので、役員をお受けいただいた方は

予定しておいてください。（正式なご案内は連休明けにさせていただきます） 

 

◎検診がたくさんあります 
  

左ページの行事予定表を見ていただくとお分かりになる通り、5 月には数多くの検診があります。特

定の学年のみで行われるものもあります。事前に保健だより等でお知らせいたしますので、よくお読み

になって事前の準備や当日の持ち物などを忘れないようご注意ください。 

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。 

下記の緊急時集合訓練でも使用します。 

登録に関して不明な点は 

学校までお問い合わせ下さい。  

☆明日からの 10 連休、楽しみですね。今年だけの特別

な連休ですので、この機会にしかできないような貴

重な体験を積んでもらいたいと思います。同時に健

康と安全には十分に注意して有意義なゴールデンウ

ィークにしましょう。生活リズムの乱れや学習習慣

の維持にもご配慮をお願いします。 


