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校長 寺嶋 文憲新しい年のスタートです
日一日と雪解けが進んでも、春のぽかぽかとした暖かさには少し間がありそうです。その分、桜の花や

木々の芽吹きがある時期を境に、一斉に訪れそうな気配を感じます。
さて、本日新たにお三人の先生方をお迎えして 年度のスタートが切られました。着任式、始業式に続く、18

入学式と盛り沢山の一日でした。残念ながら、小学１年生の新入学はありませんでしたが、その分元気な新
中学１年生８名が、はつらつとした姿で入学式に臨んでくれたことは、たいへん頼もしくも感じました。
始業式や入学式に子供たちへの願いをお話しさせていただきましたが、私がいつも願うことは「子供たち

の健全な成長」です。今の時代にあって、健全な姿とはどのようなものなのか、何が足りなくて何が過剰な
のか。それらのことを日々意識しながらも、根本として見失ってならないものは「人間としての心の成長」
であると考えています。
「健康で豊かな心」があって初めて、それらが「考え」や「行動」に反映されるという図式は、過去も未

来も変わらないと確信しています。
東米里だからできる教育を目指して、今年も又教職員一同頑張りますので昨年同様、保護者・地域の皆様

方の温かいご理解とお力添えを心よりお願い申し上げます。

着任いたしました。
■初めて本校を訪れたとき、背の高い木々の枝先に少し大きめの鳥を見ました。それはヒヨドリだと、後日校長先

生に教えていただきました。着任前の打ち合わせで子供たちのことを大道教頭先生から詳しく教えていただき、校

舎を案内していただいたときから、新学期の始まりが待ち遠しくてなりませんでした。

あたたかく迎えてくださった教職員のみなさん、にこにこと駆け寄ってくれた子供たちに、この学校での楽しい

日々を予感しています。私の目標、三日でみんなの名前と顔を覚えます。鳥の名前を覚えるのはもっと時間がかか

るでしょうが、みなさん教えてください。

（教頭 土田幹憲）新参ゆえ不行き届きもあろうかと存じますがどうぞよろしくお願いいたします。

■北白石中学校から転勤してまいりました。道南の森町という所の生まれです。札幌に来て三十年がたちました。

東米里小中学校に赴任して、新任教師のような期待感があります。

春風が吹く頃になると、子供のとき雪がとけるのを待ってつり橋を渡ったことを思い出します。子供たちの遊び

場所へ行くためにはそのつり橋を渡らなければならないのです。ワクワクした気持ちとちょっぴり不安と恐さが入

り混じって、春を迎えるのです。

（教諭 浜野哲郎）今年は何人の子があのつり橋を渡るのだろう。私は今でも春風が吹く頃が好きなのです。

■千歳市立東小学校から来ました大堀亜紀子です。初任の学校から７年間、１学年１学級であったり複式であった

りと小さな学校ばかりで勤務してきました。新しい学校で緊張していますが、慣れ親しんだ小さな学校の雰囲気に

少し安心感もあります。どんな子

供たちとどんな毎日が待っている

のか？早く仲良くなりたいな…と

期待も膨らんでいます。

東米里小中学校の特色ある教育

をますます実り多いものにし、子

供たち一人一人に確かな力をつけ

るために全力で努力していきたい

と思います。また、保護者地域の

方との交流もとても楽しみにして

います。これからどうぞよろしくお

（教諭 大堀亜紀子）願いします。
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全教職員です。
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5　年5　年5　年5　年 担　任担　任担　任担　任
6　年6　年6　年6　年 ３年３年３年３年

養護教諭養護教諭養護教諭養護教諭 副担任副担任副担任副担任
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４月の行事予定
６日 （木）◇着任式 ◇１学期始業式 ◇入学式（１０：００入場）◇写真撮影
７日 （金）◇登校指導 ◇入学式後片づけ（１校時） ◇委員会
８日 （土）
９日 (日）

１０日 （月）
１１日 （火）
１２日 ●中３学力テスト（水）

１３日 （木）◇身体測定
１４日 （金）◇授業参観（５校時 ・懇談 ◇ＰＴＡ総会・体育文化振興会総会）
１５日 （土）
１６日 (日）
１７日 （月）◇図書館開館（予定）
１８日 （火）◇委員会
１９日 （水）
２０日 （木）◇内科検診
２１日 （金）◇防犯教室
２２日 （土）

(日）２３日
２４日 （月）○小自転車教室（２校時） ◇家庭訪問① ○小１・２ぎょう虫卵検査
２５日 （火）◇家庭訪問②
２６日 （水）◇全校集会（３・４校時） ◇諸費納入日
２７日 （木）◇家庭訪問③ ◇諸費納入日
２８日 （金）〇小交通安全教室 ◇歯科検診
２９日 （土）みどりの日
３０日 （日）

授業参観・全体懇談会・ＰＴＡ総会は、 ４月１４日（金）
●みのりタイム・授業参観・全体懇談会の流れで行います。

○詳しくは、後日の案内をご覧ください。

●当日は、ＰＴＡ総会のあと体文振総会も予定されています。

○後日出欠の確認をさせていただきます。

お じ ゃ ま し ま す 家 庭訪 問 。
○日時は、４月２４日（月）２５日（火）２７日（木）の

午後２時からを予定しています。
。●後日配布します案内で都合の悪い日時をうかがいます

○決定した訪問日時は、あらためて担任より連絡がありま
す。

（中学校新入学の皆さんです）
飯島香苗さん 高橋れいさんお願い
伊藤雅基くん 田頭寛樹くん

伊藤瑞樹さん 永田雄志くん本日、教科書を配布しました。乱丁・本日、教科書を配布しました。乱丁・本日、教科書を配布しました。乱丁・本日、教科書を配布しました。乱丁・
須藤友之くん 原田和哉くん

（中学２年に転入の友だちです）落丁等がないか必ずお確かめください。落丁等がないか必ずお確かめください。落丁等がないか必ずお確かめください。落丁等がないか必ずお確かめください。
大山貴也くん
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７日 （金）◇登校指導 ◇入学式後片づけ（１校時） ◇委員会

８日 （土）
９日 (日）

１０日 （月）
１１日 （火）
１２日 ●中３学力テスト（水）

１３日 （木）◇身体測定
１４日 （金）◇授業参観（５校時 ・懇談 ◇ＰＴＡ総会・体育文化振興会総会）
１５日 （土）
１６日 (日）
１７日 （月）◇図書館開館（予定）
１８日 （火）◇委員会
１９日 （水）
２０日 （木）◇内科検診
２１日 （金）◇防犯教室
２２日 （土）

(日）２３日
２４日 （月）○小自転車教室（２校時） ◇家庭訪問① ○小１・２ぎょう虫卵検査
２５日 （火）◇家庭訪問②

（３．４校時）２６日 （水）◇全校集会
２７日 （木）◇家庭訪問③
２８日 （金）〇小交通安全教室 ◇歯科検診
２９日 （土）みどりの日
３０日 （日）

授業参観・全体懇談会・ＰＴＡ総会は、 ４月１４日（金）
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○決定した訪問日時は、あらためて担任より連絡がありま
す。
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