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健康で、豊かな心をもち、実践力のある児童の育成
「自ら学ぶ子（やる気）支え合う子（こん気）たくましい子（げん気）」

「チーム学校」
美瑛小学校長
堀内 隆功
風薫るすがすがしい季節となりました。緑が日に日に濃くなり、田や畑の作業も進み日ごとに
その様子を変え、生き物も生き生きと活動する姿が見られるようになりました。北海道の初夏は
自然の息吹を強く感じる躍動感に満ちた季節です。つくづく四季の移りかわりと人の営み
は深く関わっているようで、自然からのエネルギーを享受している気分になります。
学校も運動会シーズンです。晴れた日には思い切り外で体を動かすようにしています。
先日、過去の本校の職員集合写真を見る機会がありました。その時に職員数の少なさが目につき、
百周年記念誌を紐解いてみました。下に当時（平成 10 年）と今年度を比較して特徴的なものを載せます。
（今からほぼ四半世紀前となりますので、ある程度、在校児童の保護者世代と重なっている時期でしょう。）

平成１０年（1998 年）
児童数
学級数
ｱ)通常学級
ｲ)支援学級
職員数
(休業中人数を除く)
〈内訳〉
学習内容の
変化
（学習指導要領の改訂）
その他
（関連情報）

令和４年（2022 年）

２３３人
１０（通常学級＋支援学級）
８（編成基準：1 学級 40 人）
２（あすなろ学級）
２７人
〈※道費の職員：１８人〉
〈※町費の職員：９人(非常勤講師 1，事務生 1、校務補 2、給食職員 5)〉

２４７人
１７（通常学級＋支援学級）
９（Ｒ4 道編成基準：１～4 学年 1 学級 35 人、5～６学年 1 学級 40 人）
８（ステラ学級）
４６人
〈※道費の職員：３１人〉
〈※町費の職員：１３人(支援専門員 3，事務生 1、校務補 2、給食職員 7)〉
〈※その他：３人(教育業務支援員１、外国語教育助手(ＡＬＴ)２)〉
◇中・高学年「総合的な学習の時間」の新設（H10～）
◇高学年「外国語活動」の新設（H20～）
◇道徳を「特別の教科 道徳」に（H27～）
◇高学年「外国語科」及び中学年「外国語活動」の導入（H30～）
◇平成４年（1992 年）から毎月第２土曜日が休業日に、平成７年（1995 年）か
ら毎月第２・第４土曜日が休業日となる。
◇平成１４年（2002 年）から完全学校週５日制に（毎週土・日曜日が休業日）
◇平成１０年以降の町内小学校の閉校（西美小(H15)､置杵牛小(H15)､俵真布小(H15)､
宇莫別小(H16)､美田小(H17)､五稜小(H17)､北瑛小(H18)､旭小(H21)､美進小(H27)）

上の表からうかがえるのは、児童数はそれほど変わっていないものの、学校の職員数が大きく増え
ています。併せて、学級種として支援学級が増えています。通級指導教室（ことばの教室）もありま
す。また、35 人学級も進められてきて、令和 7 年度までに全学年で適用となります。少人数指導の
充実や個に応じた指導の充実に向けた体制が図られてきていることがわかります。現在の教室では、
いつも複数の指導者がいるのが当たり前の光景です。さらには、今年度、少人数習熟度別指導（指導
工夫改善）教員の他、外国語専科教員（ALT は複数配置）、体育エキスパート教員の配置もあり、専
門性の高い指導が行われています。もちろん、様々な場面で外部講師をお願いするこ
とも多くあります。また、必要に応じて SC（スクールカウンセラー）や SSW（スクー
ルソーシャルワーカー）も児童や保護者の相談窓口として学校に来ていただいております。
このように学校が「多職種による協働」へと変わってきています。教員をはじめ、
専門性の高いスタッフや地域人材等、多職種で組織される今日の学校組織がチームとして機能するこ
とが求められているのです。子供たちの成長のために、チームとして学校教育の機能を高めていくこ
とがとても大切なのだと考えています。

～

保護者の方へお願い

～

車で来校の際は、子供たちの安全を守るため、以下の点についてご協力くださいますようお願いいた
します。

『登下校時は、児童の安全のため、車での送迎は、スクールバスの妨げになら
ないようにお願いします。』
『体調不良、けが等によるお子さんの送迎については、玄関前までの乗り入れ
ができます。
』
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送迎時は、学校裏の駐車場をご
使用ください。
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働き方改革を推進しています。

～

本校は令和２年度から「働き方改革の推進校」として職員の業務縮減に取り組んでいます。
そこで、いくつかの取り組みを紹介します。

業務の廃止

業務の自動化
〇メール配信システムやグーグルフォーム

〇宿題や家庭学習に対して確認のみとし、

を活用して、朝の健康観察や学校行事の

休み時間に子供たちに向き合う時間を確

アンケート学校評価の集計を自動化して

保しています。

います。

業務の効率化

スクール・サポート
・スタッフの活用

〇学年で使用した教材や資料をデータ化し

〇担任が授業で活用する教材作成や掲示物

て蓄積し、次年度も活用できるようにし

の作成を行い、放課後の校務処理・教材

ました。

研究の時間を確保しています。
今後も働き方改革を推進していきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

～

子供たちの学びをサポート

～

学級担任以外の職員も子供たちの学びをサポートしています。

少人数習熟度別指導教員・・・山口

有士

算数科の学力を向上させるため、４年生～６年生の少人数指導を
行っています。単元前に各学級担任と連携しレディネステストを行
い、一人一人の状況を把握しています。そして、子供たちにとって
個別最適な学びとなるように、学習教材を工夫し授業を行っていま
す。

体育エキスパート教員・・・植村

靖志

先生方に体育授業のアドバイスをしたり、授業を見せたりするこ
とで、体育授業の質を高め、子供たちの体力が向上するように取り
組んでいます。
美瑛小学校だけではなく、美瑛東小学校と東聖小学校（東神楽
町）でも指導を行っています。

外国語専科教員・・・荒谷

里沙

美瑛小学校の３・４年生の外国語活動、５・６年生の外国語学
習の指導を担当しています。ＡＬＴと連携し、外国語によるコミ
ュニケーションの能力の向上を図っています。
美瑛小学校だけではなく、美瑛東小学校と美馬牛小学校の外国
語指導も行っています。

～

転入職員紹介

～

保護者面談のときに、
「転入職員の紹介をしてほしい」というご要望がありましたので、今年度、美瑛
小学校に来た職員を、２回に分けて紹介したいと思います。今回は男性編です。

名前：伊藤 睦郎
役職：教頭
家族：妻・長男
趣味：海外ドラマを見るこ
と

名前：髙垣 仁隆
担任：４年ステラ
家族：妻
趣味：筋トレ、
ラーメンツアー

名前：西岡 潤二
担任：４年１組
家族：妻、長女、長男
趣味：登山、旅行

児童総会

運動会

ＩＣＴ機器が整備されたことに伴い、児童総会
も様変わりしました。

６月４日（土）に運動会を開催します。テーマ
は４年生以上から募集したものをすずらん会役

コロナ前は、体育館に集まり行っていました

員で協議し、６年生山崎凰佑さんの「飛べ、美瑛

が、現在は、密になることを防ぐため、オンライ

っ子よ！」に決まりました。子供たちは目標に向

ンを活用し実施しています。

かって、各学年練習に取り組んでいます。
左の写真は、

子供たち一人一人が、達成感を感じることが

児童会役員がス

できるように職員一同サポートしていきます。

クリーンを見な

今年もコロナ禍ということで、全校で行うこ

がら、各学級か

とができず、ブロックごとに行います。また、来

らの質問や意見

賓についても、ご遠慮いただくことにしました。

を聞いていると

早くたくさんの方に児童の活躍を見ていただ

ころです。

けるようになってほしいと願っています。

右の写真は各
学級で質問して
いるところで
す。一列に並び、
順番に画面に向
かって話をして
いきました。
子供たちは、画面を真剣に見て意見交換して
いました。

（練習の様子）

集団下校訓練
自然災害や事件発生などにより、一人で下校
することが危険な場合に備え、集団下校訓練を
行いました。７班に分かれて集団下校をしまし
たが、どの班も６年生がリーダーシップを発揮
し、低学年が困らないように行動してくれまし
た。
とても頼りになる６年生なので、今後も様々
な場面で活躍してくれることを期待していま
す。

６月の主な行事
６月 ２日（木）内科検診（2・4 年）
６月 ３日（金）運動会開会式・事前準備
６月 ４日（土）美瑛小学校運動会
６月 ６日（月）振替休業日
６月 ７日（火）運動会閉会式・後片付け
６月 ８日（水）朝会
６月 ９日（木）特別日課 校内研修
６月１０日（金）委員会
６月１３日（月）校内企画会議
６月１４日（火）租税教室（６年）
６月１５日（水）学納金引落日
６月１６日（木）特別日課 職員会議
６月１７日（金）自然体感ふるさと学習（1～4 年）
６月２１日（火）小学生スポーツ交流会（5・6 年）
６月２２日（水）中学校出前授業
６月２３日（木）校内研修
６月２７日（月）参観日（6 年）・学年懇談
６月２８日（火）参観日（5 年）・学年懇談
避難訓練（火山）
６月２９日（水）参観日（4 年）・学年懇談
６月３０日（木）参観日（3 年）・学年懇談

