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力を合わせる。前向きに取り組む 

〜や・く・も・YA－！〜 

校長 小野 俊英 

裏面で紹介のとおり、このたび、知内町立知内小学校

から本校へ参りました。前任校は全校児童１１４名の学

校。児童数も職員数も比べものにならないほど大きな本

校で、さらに大きな責任を感じているところです。 

新年度のスタートにあたり、１年生の保護者の皆様に

は、お子様のご入学を心よりお祝いを申し上げます。 

また、在校生にあっては、それぞれ学年が上がり、新

しい教室での生活が始まります。年度のスタートは、心

機一転、新しいことに取り組む気持ちを奮い起こさせ

る、大きな変化の時でもあります。 

特に、入学式の準備のため、事前に登校して作業を手

伝ってくれた６年生は、たくさんの笑顔と積極的に作業

に取り組んでくれ、「うん、だいじょうぶだな」という

頼もしささえ感じます。 

 

赴任して１週間。職員室では、活発な話し合いが、時

には笑い声を交えて行われ、とても活気に満ちた職員室

であると思っています。 

始業式、入学式を迎えるにあたって、年度初めの学校

は、大忙しの毎日でした。 

それらの作業を時

には手際よく分担

し、時には総出で準

備をし、そのフット

ワークの軽さと、一

丸となって取り組む

姿勢にも、頼もしさ

を感じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力を合わせることはとても大変なことですが、この学

校の、みんなの力が合わさった時の力の大きさを想像す

ると、とてもわくわくするのです。 

力を合わせる目安となる今年度の重点教育目標は 

 

 

 

としました。 

加えて、子供たちも含めた学校全体の合言葉は 

「や・く・も・ＹA－！」 

もう一歩、前向きに「やろう」という願いを込めた合

言葉のもと、今年度の八雲小学校の取り組みがスタート

しました。保護者・地域の皆様と連携を密にしながら、

学校・家庭・地域が一丸となって大きな力を生み出した

いと思います。 

 

職員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 少人数指導は、一戸教諭が４・５年生の算数を
担当します。 

○ 期限付教諭が着任次第、髙波教諭が４～６年の
理科を担当します。 

＜今年度重点教育目標＞ 
 「確かな力と豊かでたくましい心身を 自ら求

める子供の育成」 

積極的に準備を行う新６年生 

協力し合いながら準備を進める先生方 

 

校  長 小野 俊英 
教  頭 髙村 幸子 
１年１組 〇〇 〇〇 
１年２組 〇〇 〇〇 
１年３組 〇〇 〇〇 
２年１組 〇〇 〇〇 
２年２組 〇〇 〇〇 
２年３組 〇〇 〇〇 
３年１組 〇〇 〇〇 
３年２組 〇〇 〇〇 
３年３組 〇〇 〇〇 
４年１組 〇〇 〇〇 
４年２組 〇〇 〇〇 
４年３組 〇〇 〇〇 
５年１組 〇〇 〇〇 
５年２組 〇〇 〇〇 
６年１組 〇〇 〇〇 
６年２組 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 
あおぞら 〇〇 〇〇 

教務主任 〇〇 〇〇 
少人数指導 〇〇 〇〇 
理科専科 〇〇 〇〇 
初任者指導 〇〇 〇〇 
A L T  〇〇 〇〇 
養護教諭 〇〇 〇〇 
栄養教諭 〇〇 〇〇 
事務職員 〇〇 〇〇 
事 務 補 〇〇 〇〇 
公 務 補 〇〇 〇〇 
公 務 補 〇〇 〇〇 
公 務 補 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
支 援 員 〇〇 〇〇 
 
（育児休業） 
     〇〇 〇〇 
     〇〇 〇〇 
 
※後日、あおぞらに期限付教
諭が１名着任する予定です。 



今年度、着任した職員を紹介します 

小野 俊英（おの としひで）（校長） 

ニラと牡蠣が特産の知内小

学         校から参りました。教員人生 

最後の 2 年間を過ごす学校が、 

自然豊かで、地域と学校の連 

携が活発な八雲小学校である 

ことをとてもうれしく思って 

います。子供たちのたくさん 

の笑顔のため、頑張ります。 

 

〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

本年度、熊石小学校から転 

勤してきました〇〇 〇〇

（〇〇 〇〇）と言います。 

八雲町自体は３校目（また 

ぐと４校目）になり、慣れ親 

しんだ地に赴任できたことを 

嬉しく思っています。しかし、

大規模校は１５年程前の遠い過去での経験ですので、

一から学ぶつもりで頑張ります。どうかよろしくお

願い致します。 

 

〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

釧路町立別保小学校から異 

動してきました〇〇 〇〇で 

す。早く八雲の地に慣れ、  

町や子供たち、保護者の皆 

さまの素敵なところをたくさ 

ん発見していきたいです。子

供たちのために精一杯努めてまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

オホーツクの美幌町立東陽 

小学校から来ました。教室に 

電話があること、校舎にエレ 

ベーターがあることに驚きま 

した。前任の学校同様、子供 

たちとたくさんの思い出を作 

りたいです。全力で頑張りま 

す！よろしくお願いします！ 

 
〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

           函館市立八幡小学校から来 

ました。校舎がとてもきれい 

なこと、スクールバスがある 

こと、校庭が広いことなど、 

驚くことが多いです。八雲町 

に住むのも初めてなので、わ 

からないことがたくさんあり 

ますが、早く町や学校、子供たちに馴染めるよう頑張

ります。どうぞよろしくお願いします。 

 
〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

函館市立日吉が丘小学校 

から赴任致しました〇〇〇〇 

と申します。歴史と伝統のあ 

る八雲町でお仕事をさせて頂 

けるということで、とても嬉 

しく思います。八雲小学校の 

子供たちが元気いっぱいのび

のびと成長できるよう力を尽くして参りますので、

どうぞよろしくお願い致します。 

 
〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

八雲養護学校から来ました。 

八雲町は４年目になりますが、 

町のこと、学校のこと、ごはん 

のおいしいお店、魚の釣れると 

ころなどなど、何でも教えてい 

ただけるとありがたいです。子

供たちをはじめとして、保護者の皆様、地域の皆様と

一日でも早く打ち解けることができたらと思ってい

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

 
〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

北斗市立久根別小学校から参り 

ました。子供たちが笑顔で登校し、 

のびのびと成長することができる 

よう精一杯努めます。早く八雲小 

学校に慣れて子供たちと楽しい時 

間をたくさん過ごしたいと思いま 

す。どうぞよろしくお願いいたし 

ます。 

 



 
〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

黒松内町立黒松内小学校から来 

ました〇〇です。前いた学校は全 

校児童１２０人ほどの小さい学校 

だったので八雲小学校の大きさに 

びっくりしています。早く環境に 

慣れ一生懸命頑張ります。よろし 

くお願いします。 

 
〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）教諭） 

八雲小学校での生活を 

とても楽しみにして来まし 

た。温かい雰囲気の学校に 

赴任できたことを大変嬉し 

く思います。これから八雲 

小学校の皆さんと一緒に過 

ごすことがとても楽しみで 

す。子供たちの笑顔をたく

さん引き出せるよう頑張りたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

 
 
 
 
【４月行事予定】 
 
８日（月）着任式 始業式 入学式 
９日（火）３時間授業（２～６年） 
     ２時間授業（１年） 

１０日（水）３時間授業（２～６年） 
     ２時間授業（１年） 

１１日（木）給食開始（２～６年）通常授業開始 
      ２時間授業（１年） 二計測（６年） 
      尿検査（４～６年） 
１２日（金）２時間授業（１年）二計測（５年） 
      尿検査（１～３年）委員会 
１５日（月）給食開始（１年） 
      ４時間授業（１年） 

二計測（あおぞら） 
１６日（火）防犯教室（１年） 
      内科検診（５・６年） 
１７日（水）二計測（２～４年） 
１８日（木）全国学力・学習状況調査（６年） 
      学力検査（２～５年） 

二計測（１年） 
放送聞き取り訓練 

 
 
 
 
 
 

 
〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（教諭） 

函館市立南本通小学校か 

ら異動してきました、〇〇 

麻〇〇です。八雲小学校の 

子供達との出会いを楽しみ
にしていました。子供達が
笑顔で楽しく学校生活を送
ることができるよう、全力
を尽くしていきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願
いいたします。 

 
〇〇 〇〇（〇〇 〇〇）（事務職員） 

七飯町立七飯中学校か 

ら赴任しました事務職員の 

〇〇〇〇です。二つの海を 

持ち、自然豊かな八雲町。元 

気な子供たちに出会えるこ

とを楽しみにやってきまし

た。初めての小学校勤務で

慣れないこと、わからない 

ことも多いと思いますが、子供たちの成長のために

力を尽くしたいと思います。よろしくお願いします。 

 
 
 
 
１９日（金）５時間授業 

参観日・ＰＴＡ総会・懇談会 
視力検査（２年） 

２２日（月）知能検査（２・４年） 
      視力検査（１年） 
２３日（火）視力検査（６年・あおぞら） 
２４日（水）一斉下校顔合わせ 
      視力検査（５年） 
２５日（木）視力検査（４年） 
２６日（金）全校朝会 ４時間授業 
      １年生を迎える会 
      尿検査（２次） 
２９日（月）昭和の日 
３０日（火）退位の日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


