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＜重点教育目標＞

心と声と目線をそろえ、よく考え、よく動く広陽っ子！
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令和３年度より、広陽小学校は「学校力向上に関わる総合実践事業」の地域連携型の中核校に
指定されています。全道１６の地域で指定されており、十勝管内では２地域、帯広市では本校の
みとなります。指定校である、啓西小学校と西陵中学校と３校で連携しながら、児童の育成のた
めの学校力の向上に取り組んでいます。
また、広陽小学校では、今年１０月よりコミュニティ・スクール（ＣＳ）がスタートする予定
となっています。もともと広陽地域は、「ミッケ」や「さんさんパーク」、そして「交連協」な
ど、地域の温かい見守りの中で教育活動が行われています。この素晴らしい教育環境を大切にし
ながら、組織整備を行って参ります。
基本は、学校、地域、ＰＴＡ、関係機関の代表が一堂に会し、今後の広陽地域における後継の
人材像を共有し、地域ぐるみでその育成を目指して参ります。この半年間は、地域・町内会の代
表の方や関係機関、PTA の代表の皆様にご参集頂き、ご意見を伺わせて頂く機会もあります。
ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
なお、学校力向上に関わる総合実践事業については、次の３つの取組を目指しています。
１カリキュラム・マネジメントの推進

広陽小学校の児童の実態を総合的に把握・分析し、どのような重点や手立てを行うことが「広
陽っ子」の成長にとって大切であるのかを明確にしながら、教育計画を決定しています。
今年度の教育の重点は「心と声と目線をそろえ、よく考え、よく動く広陽っ子！」としまし
た。また「あいさつ」「ありがとう」「やる気」「根気」の４つの資質をスローガンとして掲げ
ました。「あいさつ」「感謝の心と声かけ」で人と繋がり、安心して学べる環境を作り、「やる
気」「根気」で目指す学力と体力の向上を目指して参ります。
２落ち着いた学習環境や指導方法

高学年における教科担任制（教科によって専門の教師が教える）や授業スタイルの共有（担
任がかわっても授業のやり方に差が出ないようにする）、学校間の連携を図る（啓西小や西陵
中との連携を深め、人間関係を構築する）、効果的な家庭学習などの共有を目指します。
３先生が元気に子どもに関われるための環境作り

元気で前向きな児童を育むためには、元気で前向きな教師であることが大切です。教職員が
健康で価値的な活動ができるよう、様々な教育環境の改善に努めて参ります。
令和４年度「帯広市子ども安全ネットワーク」システムについて（重要）

学級閉鎖の対応が増加傾向にあることから、４月 20 日に予定されていたデータ一斉削除
及び令和４年度新規データ登録（２～６年生）については、「当面の間、延期する」ことと
なりました。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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(教務主任)

○稻見千鶴子 教諭

１年１組担任 (教務)

○鈴木

美樹 教諭
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○坂東

稔 教諭
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○木本

彩香 教諭
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○酒井

教行 教諭

のびのび担任 (研究)

○佐藤みどり 教諭

のびのび担任 (教務)

○八木

和也 教諭

担外(理科専)

○太田

道夫 教諭

担外（指導工夫改善）

○堀井

朱美 養護教諭

(保体)

○若原

佳浩 事務職員
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(保体)

○佐々木 幸 生活介助員
理佳 特支補助員

○髙橋

健司 特支補助員

○三島

加奈 特支補助員

○西岡

弘子 こころの教室相談員

○川原

一美 校務員

渉 主幹教諭

○菊地

直樹 教頭

○野田

淳 校長

５日(木) こどもの日
６日(金) 児童会③

ALT 個人面談⑤

自転車教室（2･3･4 年）
９日(月) 職員会議 ＰＴＡ部会週間～5/13
１０日(火) 個人面談⑥
１１日(水) 学年研修

ALT さんさんパーク

市Ｐ連総会

参観日(1-1,3-1)

朝ミッケ! 1 年
１２日(木) ALT ＰＴＡ三役幹事会
参観日(1-2,3-2)
１３日(金) 遠足 ALT
１6 日(月) 交通安全指導日・ＫＴＳＢＡ
研修日
１７日(火) 校舎外清掃

集団下校訓練

※運動会特別時間割開始
１８日(水) 校務運営委員会 運動会係活動①
給食費Ｐ会費(高) さんさんパーク
学年研修 参観日(2-1,5-1)
１９日(木) 全国学力学習状況調査 ６年
内科検診(2･5･6 年) ALT
給食費Ｐ会費(中)
生徒指導連絡協議会総会

２１日(土) ＰＴＡ環境整備(調整中)
２３日(月) １年生給食指導(食育専門員来校)
給食費Ｐ会費(予)
運動会係活動② 参観日(2-2,5-2)

○今阪かおり 配膳員・ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ
○利光

４日(水) みどりの日

分掌部会

○二階堂裕美 収納配膳員・ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ
○山崎麻由香 学習支援員

３日(火) 憲法記念日

PTA 第 1 回常任委員会(延期)

○太田智佳子 校務員(事務)
敏 校務員

個人面談④

２０日(金) 遠足(予備日) 給食費Ｐ会費(低)

○山根

○齋藤

５月 ２日(月) 交通安全指導日・ＫＴＳＢＡ

２５日(水) 学年研修

参観日(4-1,6-1)

２６日(木) ALT 参観日(4-2,6-2)
２７日(金) クラブ② ４年
２８日(土) さんさんパーク
３１日(火) 月末統計

※４０名のスタッフで頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。

