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今回は、八雲小学校事務部の仕事を紹介します。 

事務部には、事務員、公務補、スクール・サポー

トスタッフが所属しています。学校の教育環境を

維持し、より良いものにしていくことが事務部の

大きな役割の一つです。その実現のために連携し

てさまざまな仕事をしてくれる職員が公務補さん

とスクール・サポート・スタッフさんです。 

 公務補さんは教育環境を維持するために、毎日

校内や校地内を巡視し、施設や器具、遊具に破損

や故障がないか点検しています。不具合があると

きは必要な修繕を行います。また、教室で使用す

る子供たちの机や椅子、授業で使用する教材用具

などがこわ

れてしまっ

たときは、部

品の交換や

修理を行い

ます。 

その他に

も、授業で使う用具や教室で使用するついたてな

どを先生方の要望に応じて作成したり、給食の配

膳準備、校内外の清掃やゴミの廃棄、グラウンド

や校舎周辺の草刈り、除雪など幅広い仕事を担っ

ています。 

スクール・サポート・スタッフさんは、保護者へ

の膨大なｐおたよりや宿題などのプリントを一手

に引き受けて印刷し、仕分けや丁合を行います。 

 

 

 

 

授業で使用する教材の作成や図書の整理、デー

タ入力、学年で集金している教材費の会計、子ど

もたちに配付されたクロームブックの設定作業、

校内の消毒な

ど、先生方が

行う仕事の補

助や、教育活

動をスムーズ

に行うための

仕事を担って

います。 

そのような仕事を行う職員が、先生方と連携し

て学校の教育活動を支える仕事に力を発揮してい

ることもあり、子供たちが安全に安心して過ごせ

る教育環境や諸々の教育活動が維持されています。 

学校はいろいろな職員がチームとなって働いて

います。今年はコロナウイルス感染症対策のため、

常に消毒、換気をしなければならない状況にあり、

教育環境を整えることや日々の教育活動が今まで

通りにならない状況が続いています。そんな中で

も、子供たちが元気に学校に通い、充実した学校

生活を過ごして笑顔で帰宅することができるよう

な環境を維持し、教育活動が滞りなく行えるよう

に、事務部の職員も八雲小学校の一員として力を

尽くしていきたいと思います。今後ともご支援と

ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 ～ 学びの環境を整える 大切な仕事 ～        事務部 〇〇〇〇 

 

保護者アンケート回答のお礼 
 先月の保護者アンケートへのご回答ありがとうございました。「コロナの関係で学校に行けず子供や
担任の様子がわかりにくかった」というご意見については、さっそく、裏面に記載のとおり、クローム
ブックを使用した meet 配信による授業参観で対応することといたしました。このほかにいただいた
様々なご意見は、現在、次年度に生かすよう、対応及び検討を重ねております。検討結果は後日配付い
たします。 
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卒業生の保護者からも支援を得ながらスキー学習実施 
13日（水）から 5・6年生のスキー学習が始まりました。グラウンドで靴や

板の着脱と緩やかな坂での練習を行い、2回目以降に八雲町営スキー場

で学習しています。少人数の班に分かれ、急斜面を真剣な表情で滑る姿

が印象的でした。滑ったあとは、口々に、「楽しかった」「うまく滑られるように

なった」と感想を述べています。 

今年度もたくさんのボランティアのご協力をいただきました。保護者の皆

様や八雲スキー協会様のご協力があって成り立っている授業です。感謝の

気持ちをもって、技術や意欲の向上に励んでほしいものです。 

スキー学習は八雲の自然に触れる本校の特色ある教育活動の一つ

として実施しています。その意義等については、学校ＨＰをご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八雲地域小中学生新年席書大会 
 冬休み中の 1月 6日（水）に町内席 
書大会が公民館で行われました。「紙い 
っぱいに」「力強く」「はねと止めは丁寧 
に。」と、子供たちは存分に実力を発揮 
し素晴らしい作品を書き上げていました。 

＜受賞者一覧＞ 
＜町長賞＞ 
1 年 〇〇 〇〇  2 年 〇〇 〇〇 3 年 〇〇 〇〇 
4 年 〇〇 〇〇  5 年 〇〇 〇〇 6 年 〇〇 〇〇 
＜教育長賞＞ 
1 年 〇〇 〇〇  2 年 〇〇 〇〇 5 年 〇〇 〇〇 
＜高橋石材工業（株）賞＞ 
1 年 〇〇 〇〇  2 年 〇〇 〇〇 3 年 〇〇 〇〇 
4 年 〇〇 〇〇  5 年 〇〇 〇〇 6 年 〇〇 〇〇 
＜北海道新聞社賞＞ 
1 年 〇〇 〇〇  2 年 〇〇 〇〇 3 年 〇〇 〇〇 
4 年 〇〇 〇〇  5 年 〇〇 〇〇 6 年 〇〇 〇〇 

2月の「17時一斉退勤日」は 24日 
本校の職員の勤務時間は８時から 16 時 30 分まで（休憩時

間含む）です。学校における働き方改革の取組として、月に一

回、17 時に一斉退勤する日を設定しています。 

この日は、17 時以降は電話等の対応ができなくなりますの

でご了承ください。 

 

２月行事予定 
１日（月） 放課後学習 
２日（火） 全学年５時間授業 
４日（木） スキー学習（5-1） 
８日（月） 放課後学習 
      スキー学習（5-2） 
９日（火） スキー学習（5-1） 
10日（水） ノーゲームディ 
      家庭学習強化週間（～16日） 
11日（木） 建国記念の日 
12日（金） スキー学習（5-2） 
      持ち帰り一斉 Meet学習 
15日（月） meet参観日 

（②：1-1 ③：1-2 ⑤：1-3） 
16日（火） meet参観日 

（②：2-1 ③：2-2 ⑤：2-3） 
17日（水） スキー学習予備日 
      meet参観日 

（②：3-1 ⑤：3-2） 
18日（木） meet参観日 

（②：4-1 ③：4-2 ） 
19日（金） 全校朝会、meet参観日 

（②：5-1 ③：5-2） 
22日（月） meet参観日 

（②：6-1 ⑤：6-2） 
23日（火） 天皇誕生日 
24日（水） 17時一斉退勤日 
28日（日） meet見逃し配信終了日 
※あおそら学級の meet参観の日時について
は別途学級通信等でお知らせいたします。 

2月 12日に持ち帰り meet学習 
 12 月に学習端末（Chromebook）を持ち帰って meet 学習を
行った際、いくつかの不具合がありました。 

教育委員会等と協議し、検証と対応策検討のために、再度、
一斉 meet 学習を実施します。 

 

日時：2 月 12 日（金曜日）  15：00～15：20 

・不具合が生じた場合は、お子さんから担任へ伝えることとします。

不具合が生じた状態のまま 

でふたを閉じ、そのまま月曜 

日に学校へ持ってくることと 

しています。 

・前回同様、保護者のつきそ 

いは必須ではありません。 

今年度の卒業式について 
 現在の予定をお知らせいたします。

（感染状況により変更になることがあります） 
日時：3月 19日（金） 
・学年で行う（1,2 組一緒に） 
・保護者の参加は、各世帯 2名まで 
・今年度も、在校生は出席しない 
・来賓の出席もご遠慮いただく 
・決意表明は紙配付等で対応 
なお、卒業生の服装については華美にな

らないよう、ご配慮をお願いします。 


