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『自ら学び 仲間と協力し 挑戦する子ども』～35５名の笑顔の子ども～ 

旭川市立緑新小学校 校長 甲斐信太郎 

 ４月６日，本年度の学校生活が始まりました。６１名の１年生，８名の転入児童を含めて３５５名
の子どもたち，１２名の転入職員を含めた教職員４５名でのスタートです。 
 今年の重点目標は，『自ら学び 仲間と協力し 挑戦する子どもの育成』です。今年の学校のめあ
ては，次の２点です。「やる気を出すこと」と「みんなで力を合わせること」です。自分事として取
り組み，友達と力を合わせる緑新小っ子のよさをもっと引き出せるように，昨年度よりも友達と協力
したり考えを高め合ったり，認め合ったりする力や態度の育ちを求めることが全校共通のテーマで
す。 
 学び合いや認め合いを通して，子どもたちの自信を一層高め，生き生きとした緑新っ子の笑顔のた
めに，今年度も教職員全員で指導の充実に当たります。本校教育への温かい御理解と御支援を本年も
よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年度は，ＩＣＴを活用して「主体的な学びづくり」と「協働的な授業づくり」に焦点を当
て，分かる授業づくりを中心に，友達とともに思いや考えを出し合い，お互いの考えを認め合う授業
づくりを工夫します。この主体性と協働性に加えて，自分への自信へとつなげる教育を推進します。
子どもたち一人一人が自分の思いや力を出し合って，生き生きと楽しく学び，成長できるよう教職員
一同全力を尽くしてまいりますので，よろしくお願いします。 
 

どの教室でも安全・安心な学級を目指してスタート 
～「困ったときは周りに相談する」子ども 100％を目指します！！～ 

緑新小のストロングポイントは，①「一生懸命に頑張る」子どもたち ②「温かい気持ちで」子ど
もたちの育ちを願い，学校に協力してくださる保護者の皆さん ③「熱意をもって」指導に当たる教
職員の 3 点だと感じています。 

「子どもが友達とともに屈託のない笑顔を浮かべ，友達とともに育っていく学校」が私の強い願い
です。幸いなことに，学校アンケートの結果では，「友達と協力して物事にあたっている」と感じて
いる子どもは 94％でした。緑新小学校のすばらしい特長です。 

基礎学力・体力を身に付ける指導，ルールを守る態度，学校や家庭での生活習慣指導に取り組みま
す。とりわけ，本校の問題の一つは，家庭での生活リズム「夜ふかし」「携帯やゲーム，ＴＶの時間
が 1 日に１時間を毎日超えるけれど，読書をしない」等は，各家庭と力を合わせて改善していきたい
課題です。 

また，今年度も「いじめが起きない」ように，「不登校の子どもが生まれない」ように，学校全体
で真剣に取り組んでまいりますし，善悪の判断を正しくできる子どもを育てる指導を続けてまいりま
す。特に子どもへ「自分で解決できない困り事があるとき，親や先生，友達に相談する」を 100％に
したいと考えます。しかし，成長過程にある幼い子どもたちですから，けんか，いさかい，トラブル
が起きないとは言えません。 

本校では，子どもの話や悩みをじっくりと聞くことをベースにして，トラブルの原因や経緯を子ど
もとともに考えたり，どうすれば解決できるか，二度と同じようなことが起きないのかを相談するな
どして，子ども自身の心の解決力を育てることも基盤にしています。ですから，家庭で心配なことに
気付いたならば，すぐに担任に相談してほしいと思います。相談が早ければ早いほど，出口への道が
幾通りもつくれます。学校と家庭との連携の面でも充実させたいと考えています。どうぞよろしくお
願いいたします。  

 ■年度の重点目標 

目指す児童像 「自ら学び 仲間と協力し 挑戦する子どもの育成」 

目指す学校像 「安全で安心な学校」 
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入学おめでとう 

４月６日（木），６１名の１年生が入学し，緑新小学校にかわいらしく元気な仲間が加わりました。新
型コロナウィルス感染症の拡大防止のため，昨年同様に，入学式の内容を精選し，規模を縮小して行いま
したが，１年生は，校長先生や児童会長，PTA 会長様のお話をしっかりと聞くことができ，立派な小学
生としてのスタートを切りました。  

 

教室でのガイダンス 

 

体育館への移動 

 

校長式辞（甲斐校長） 

 

先生方の紹介 

 

児童会長挨拶 

 

PTA 会長挨拶 

 

集合写真（1年 1組） 

 

集合写真（1年２組） 

ＰＴＡ“紙面”総会 
本来ですと，４月の日曜日に全校参観日とＰＴＡ総会を開催していますが，今年度も昨年同様，新型

コロナウィルス感染症の拡大防止のため，４月１７日（月）に総会資料を全戸配布し，紙面や Google
フォームでご回答をいただきました。  

その結果，ＰＴＡ会員数（保護者２７４戸＋教員２８名）に対して，ご提出いただいた２８９件から
「承認する」との回答をいただきました。（回答率 95.7％） 

令和５年度については，新型コロナウイルス感染症が５類に引き下げられるなど，ＰＴＡ活動のあり
方が変化していくことが予想されます。今後ともＰＴＡ会員一人一人が楽しく，やりがいをもって活動
に参加できるよう，ＰＴＡ活動の充実に努めてまいります。 

４月２５日（火）には，ＰＴＡ全校委員会を実施し，学年行事計画，街頭指導分担，広報誌作成等の
計画について協議いたしました。（役員４５名，本部９名，計 54 名参加） 

また，２７日（木）には，第１回本部役員会を開催し，運動会ＰＴＡサポーターの募集案内等につい
て確認し，子どもたちのよりよい成長と笑顔のための取組をスタートさせました。 

令和５年度も，承認いただいた活動計画に基づいて，保護者の皆様と先生方で力を合わせて，子ども
たちのために活動し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。 

令和５年度 ＰＴＡ本部役員           （敬称略） 
役職名 氏 名 役職名 氏 名 

顧問（校長）  会計（教諭）  

相談役  監 査  

会 長  監 査  

副会長  事務局長（教頭）  

副会長  事務局次長（主幹）  

副会長  事務局員  

副会長  事務局員  

副会長  事務局員  

副会長  事務局員  

副会長  事務局員  

副会長  市Ｐ理事  

会 計  
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令和５年度 緑新小学校教職員 
緑新小学校の教職員４５名が，緑新っ子の健やかな成長のために「チーム緑新」として，教育活動に

あたってまいりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 
校　　　　長 養護教諭・特支ＣＯ 給食業務指導
教　　　　頭 なないろ学級担任・特支ＣＯ 給食調理員

主幹教諭 なないろ学級担任 給食調理員
教務主任・特支ＣＯ なないろ学級担任 給食調理員

１年１組担任 あおぞら学級担任 給食調理員
１年２組担任 たいよう学級担任 給食調理員
２年１組担任 なのはな学級担任 給食調理員
２年２組担任 なのはな学級担任 給食調理員
３年１組担任 指導工夫改善
３年２組担任 特別支援補助指導員
４年１組担任 外国語専科
４年２組担任 栄養教諭
５年１組担任 非常勤講師 学習指導員
５年２組担任 学校司書
６年１組担任 男子用務員
６年２組担任 男子用務員
専門事務主任 女子用務員 

緑新第二放課後
児童クラブ支援員

スクール・サポー
ト・スタッフ（sss）

緑新放課後
児童クラブ支援員

 

参観日～授業公開といじめ防止対策の説明  
４月１２日（水）～１４日（金）にかけて，２･５，３･６，１･４年・なのはな学級の順に授業参観

と学年・学級懇談を行いました。保護者の皆様には，教室内における密集を避けるため，前半（１３：
１０～１３：３０）と後半（１３：３５～１３：５５）に分かれて授業を参観していただきました。ご
多用の中ではありますが，参観日にお越しいただきありがとうございました。また，学年・学級懇談会
では，「いじめ防止対策推進法に基づく本校の取組について」の資料配付とプレゼン映像をもとに，
「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえた学校のいじめ防止等の取組について説明し，「けんか」や
「ふざけ合い」であっても，目に見えないところで被害が発生している場合もあるため，いじめの疑い
やいじめに該当するか否かを判断し，保護者とも連携しながら対応していくことを確認いたしました。 

 

 

安全・安心な教育活動のために 
本校では，子どもたちの命を守るための取組を毎年実施しています。今年度は，４月２１日（金）

に，新 1 年生を対象とした「わかば教室」を行い，横断歩道を渡るときや駐車場の近くを歩くときな
ど，場面に応じて命を守るた
めに気をつけなければならな
いことについて学ぶことがで
きました。また，校内研修の
一環として，本校教員を対象
とした「心肺蘇生」，「AED
の使い方」，「アレルギー緊
急時対応」等について研修を
深めました。これからも子ど
もたちが安全で安心な学校生
活を送ることができるよう取
り組んでまいります。 

各学年の授業の様子から 

わかば教室の様子   救急講習の様子 
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学校への連絡について 
これまで学校への連絡については，Google フォームや電話などを活用して，保護者の皆様と連携を

図ってきたところですが，ゴールデンウイークや長期休業中については，緊急メールも活用しながら適
切に連携を図ってまいります。 

□緊急連絡先（土日，祝日，早朝，夜間等） 
次のメールアドレスもしくは QR コードへの連絡をお願いいたします。 
（緊急メールアドレス） kinkyu@ryokushin.els.asahikawa-hkd.ed.jp  QR コード→ 

お名前，用件，電話番号等を入力して連絡ください。内容を確認した上で対応させ 
ていただきます。 

また，学校の☎番号〔0166-65-0735〕の登録も願いいたします。 
◆事件･事故等に遭った場合は，「１１０番」，緑が丘交番（６５－５４３０），旭川東警察署（３

４－０１１０）へ通報後，学校（上記緊急メールアドレス）へもご連絡ください。  
◇５月７日（日）までの対応となりますが，新型コロナの濃厚接触者になった，ＰＣＲ検査を受ける

ことになったなど，学校に連絡する場合は，上記のメールアドレスに「お子様の所属学級，お名
前，用件，電話番号等」を入力するようお願いします。内容を確認して対応させていただきます。 

 
なお，欠席連絡の Google フォーム入力の時間帯については，児童の安全確認を目的として，登校

時刻（午前８時００分頃）前にお願いいたします。子どもの安全を守るための取組の一つでもありま
すので，ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

５月の主な行事予定 

５月の生活目標：学校のきまりを守ろう  
５月 １日（月）朝会① 委員会② 
   ２日（火）聴力検査（２・５年） 租税教室（６年：３校 時） 
５月 ３日（水）憲法記念日（祝日） 

    ４日（木）みどりの日（祝日） 
    ５日（金）こどもの日（祝日） 
    ８日（月）運動会特別時間割 
    ９日（火）３年生校外学習 
   １０日（水）１年生を迎える会（校内放送） 

Ｑ－Ｕテスト（２～６年） 
   １１日（木）委員会③（児童総会） 
   １２日（金）２年生校外学習（１～４校時） 
   １５日（月）運動会全体練習開始， 

運動会前の学校施設スポーツ開放事業 
の休止期間（～２２日） 

   １３日（土）市 P 連定期総会 
   １６日（火）クラブ（計画） 
   １７日（水）運動会総練習，教育実習開始 
   １９日（金）運動会前日準備（６年生）  
   ２０日（土）運動会 

２１日（日）運動会（予備日） 
   ２２日（月）振替休業（運動会） 

※土日が雨天の場合，２２日に運動会を実施。 
   ２３日（火）運動会後片付け（５・６年） 
   ２４日（水）聴力検査（なのはな・１年） 

２年生校外学習（１～４校時） 
２５日（木）諸費納入日 聴力検査（３年） 
２９日（月）眼科検診（１・３・５年）修学旅行保護者説明会 

※１年生は５時間となります 
３０日（火）耳鼻科健診（なのはな・２・５年） 
３１日（水）心電図健診（１年） 

地域の皆様へ～運動会の対応～ 

 運動会の練習や当日の競

技中，グラウンドでは放送機器

を使用します。教員の指示等

には，マイクを使用すること

が多くなります。また，子ども

たちが競技に取り組む際に発

する声や応援の歓声などの

声が聞こえてくると思いま

す。運動会に向けての教育活

動であるとともに，子どもた

ちが元気に活動する姿の一

つでもありますので，ご理解

くださいますようお願いいた

します。 


