
 

【学校教育目標】                            登別市立青葉小学校 

・強い子ども（体）                           学 校 だ よ り 

・明るい子ども（徳）                          ℡ ８５－１４７７ 

・考える子ども（知）                         令和 ３年 ４月 ９日 

令和３年度 全員出席の船出 

      登別市立青葉小学校長 工藤 信司 

 ４月７日、今年度子どもたちが登校する初日で

す。 

この日、一人の欠席者もなく、全校児童２４１

名が出席しました。 

着任式・始業式では、２年生～６年生が体育館

に集まり、落ち着いた雰囲気の中に、一人ひとり

のやる気を感じることができました。 

午後からは、新入学児童４２名を迎える入学式

を行い、ピカピカの１年生が青葉小学校の仲間入

りをしました。 

始業式の中で、私は二つの話をしました。 

 

・新型コロナウィルスに係る対策はなお継続しな

ければならない。そのため、みんなが少し我慢

をしなければならない場面があること。 

・いじめはどんなことがあっても決して許されな

いということ。 

 

 最後に、「今年一年、元気に明るく過ごしていき

ましょう」の呼びかけに、元気な「ハイ！」とい

う声が返ってきて、とても気持ちの良い始業式と

なりました。 

 さだまさしに「いのちの理由」という曲があり

ます。 

しあわせになるために 誰もが生まれてきたん

だよ 

私たちすべての命は、幸せになるために生まれ

てきました。青葉小学校の子どもたちとその保護

者、学校を見守ってくださる地域の皆様、そして

教職員。これから、もっともっと幸せになるため

に補い合い、支え合い、そして確実につながって

いきましょう。 

 子どもの健やかな成長には、学校と家庭が子ど

もを真ん中に、同じ方向を向いて同じ歩調で、し

っかりと子どもを導いていくことが大切と考えま

す。 

 学校と家庭、そして地域社会がしっかりとつな

がって、ともに幸せになるために、新しい一日を

過ごしていきましょう。 

 

 

 

 令和３年度は、１３学級（６年生のみ１学級、特別支

援学級２学級含む）でスタートしました。どうぞよろし

くお願いします。 

 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 支援 

男 ２２ １５ ２４ １３ ２１ １６ ６ 

女 １９ ２１ １７ ２６ ２０ ２１ ０ 

計 ４１ ３６ ４１ ３９ ４１ ３７ ６ 

 

校長 工藤 信司 教頭 北尾  稔 

１年１組 辺見万美子 教務主任 中嶋 賢司 

１年２組 吉田 貴範 外国語専科 鈴木まなみ 

２年１組 菊池  淳 養護教諭 三浦 千春 

２年２組 田澤 稔子 事務官 遠藤 奏枝 

３年１組 岩佐多恵子 公務補 土井 千秋 

３年２組 多田 時彦 公務補 新妻 文昭 

４年１組 北澤 勇輔 学習支援補助員 井本貴美子 

４年２組 河野 正俊 介助員 熊谷 瑞枝 

５年１組 小野 景子 図書館司書 髙橋 和佳 

５年２組 金子 智広 ALT カイラ・カーウィルソン 

６年１組 和田 裕美 外国語助手 草塩 絹子 

わかば学級 初瀬川美香 スクール・サポート・スタッフ 松本 晃子 

ひまわり学級 谷口 裕治   

ＴＴ指導 大辻  早   

 
チームティーチング（Ｔ・Ｔ）指導について 

 基礎・基本の定着のため、２年生以上の算数の授業
に担任の他に教員一名が教室に入り指導にあたりま
す。また、３～６年生の算数では学級を３つのグルー
プに分け（６年生は２つのグループ）、自分で決めたコ
ースでの少人数学習を行います。 

 
 

外国語活動・外国語の授業と ALT 等について 
 ３・４年生で外国語活動、５・６年生で外国語の授
業を行います。これらの授業では、ネイティヴスピー
カーの英語にたくさん触れさせることを目的として、
市のＡＬＴと外国語助手に加え、今年度からは外国語
専科の先生（鈴木先生）が指導を行っていきます。 

保護者用メールのテストメール配信のお知らせ 

学校からのメールが保護者の皆様に確実に届く

ことを確認するため、4 月１２日（月）と１３

日（火）の 2 日間、メール配信のテストを行い

ます。詳しくは 4 月 8 日付けの学校配布文書を

ご覧ください。 



 
【転入・新教職員の紹介】 
 
＜育児休業より復帰＞ 教諭 辺見 万美子 
 

無事２人目の出産を終え、戻ってきました。
育児休業中も青葉小学校の子どもたちがあい
さつしてくれたり、子どもたちと遊んでくれた
りして、とても嬉しかったです。そして、そん
な元気で優しい青葉の子どもたちと学校生活
を送ることをとても楽しみにしていました。た
くさん運動して、たくさん食べて、たくさん笑
って、子どもたちが伸び伸びと成長していける
ように頑張りたいと思います。よろしくお願い
いたします。 

 

＜伊達市立東小より＞ 教諭 岩佐 多恵子 
 
この度、伊達市立東小学校から参りました岩

佐多恵子です。新しい学年に胸ふくらませてい
る子どもたちの「がんばるぞ！」という気持ち
を大切に、支援できるよう頑張ります。先生方
や子どもたち、保護者の皆様、地域の方々から
いろいろ教えていただき、青葉小学校のことを
たくさん知りたいと思っています。どうぞよろ
しくお願いします。 
 
＜室蘭市立海陽小より＞ 教諭 大辻 早 
 

この度、室蘭市立海陽小学校から異動してき
ました。青葉小学校の自然豊かな環境の中で過
ごすことができるのが今からとても楽しみで
す。学校では主に全学年の算数 TT や少人数指
導を担当させていただきます。まだわからない
ことも多いですが、子どもたちの「知りたい！」
「わかりたい！」という思いをできる限り支援
していきたいと思っています。どうぞよろしく
お願いいたします。 

 
＜苫小牧市立ウトナイ小より＞ 教諭 鈴木 まなみ 

 
苫小牧市立ウトナイ小学校からきました、鈴

木まなみです。週に 2 回、青葉小学校にきて外
国語の学習を一緒に行います。廊下など見かけ
たら、ぜひ“Hello”と英語で声をかけてくだ
さい。よろしくお願いします。 

 
＜豊浦町立豊浦小より＞ 養護教諭 三浦 千春 
 
 養護教諭の三浦千春です。胆振の西側の端っ
こにある豊浦町から参りました。登別は、住む
のも勤務するのも初めてで少し緊張しますが、
少しずつ慣れていけたらと思っています。コロ
ナ対策の継続がまだ必要なご時世で、こどもも
大人も大変な状況ですが、養護教諭として青葉
小の児童の心と体の成長を見守りながら支え
てまいります。どうぞよろしくお願いいたしま
す。 

 
＜今年度より＞ 公務補 土井 千秋 

 
今年度より公務補としてお世話になります。

何もわからない事ばかりなので、少しずつ教え
てもらいながら、ご迷惑をかけないでみんなと
仲良く過ごしていけるよう頑張りますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 
   
１２日(月) 1 年生下校指導③ 二計測(高) 
１３日(火) 短縮５時間 1 年生下校指導④ 

二計測(中) 弁当（２～４年） 
１４日(水) 1 年生下校指導⑤ 二計測(低) 
１５日(木) １年生給食開始 視力検査(高) 
１６日(金) 視力検査(中) 集団下校訓練 
      図書館利用指導(高) 
１７日(土) 
１８日(日) 
１９日(月) 短縮 5 時間 視力検査(低) 
２０日(火) 聴力検査（３・５年） 
２１日(水) 聴力検査（１・２年） 
２２日(木) 歯科検診 図書館利用指導(中) 
２３日(金) 図書館利用指導(低) 委員会① 
２４日(土) 
２５日(日) 
２６日(月) 短縮 5 時間 
２７日(火) 交通安全教室 
２８日(水) 修学旅行説明会 
２９日(木) 昭和の日 
３０日(金) 交通安全教室予備日 クラブ① 
 
 
 

 
 4 月 7 日(水)の
午後 1 時３０分
から体育館では、
入学式が行われ
ました。 

今年度も、昨年
度と同様に新型
コロナウィルス

感染症対策を行い、入学式参加の１年生児童以
外は、１家庭２名までという制限下での実施で
した。今回入学した児童は、男女合わせて４２
名。担任から名前を呼ばれると、一人一人しっ
かりと「はい」と返事をしていました。これか
らの活躍を大いに期待しています。  

新型コロナウィルス感染症対策をしっかりと
行い、勉強や遊び、運動など、これからいっぱ
い頑張っていきましょう！ 

入学式 


