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「からふる」は、千歳市の特色ある教育や学校の取組を広く紹介するために、年 4 回発行する季刊紙です。子どもたちや学校
にはそれぞれの特徴があります。その個性がさらに色鮮やかに輝いてほしいという願いを込めて「からふる」と名づけました。

小中学校が再開となりました
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言を受け、４月17日
からおよそ１か月半にわたり市内小中学校を休校としておりました
が、緊急事態宣言の解除を受け、６月１日より再開いたしました。
学校再開にあたり、児童生徒の生活リズムを徐々に整えるため、
段階的に授業時数を増やすほか、新型コロナウイルスの感染リスク
を可能な限り低減させながら学校教育活動を継続していくことを目
指し、次のことに取り組んでいます。
①児童生徒が新型コロナウイルス感染症を正しく理解するため、感染症対策に関する指導を行う。
・発熱等の風邪の症状がある場合は登校しないことを徹底する。
・石鹸やハンドソープを使った丁寧な手洗いを指導する。
・十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけるよう指導する。
②集団感染のリスクが高い3つの密（密閉・密集・密接）を避け、リスクの低減を図る。
・教室などの定期的な換気を行う。
・子ども同士の距離をできるだけ離す。
・児童生徒及び教職員は原則としてマスクを着用する。
（体育授業は除く。）
③感染リスクが高いとされる活動は当面行わない。
・児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループ学習や、大きな声で一斉に話す活動
・室内で児童生徒が近距離で行う合唱やリコーダー、鍵盤ハーモニカなどの管楽器演奏
・家庭科における児童生徒同士が近距離で活動する調理実習
・体育における児童生徒が密集する運動や近距離で組み合ったり接触する運動
新型コロナウイルス感染症については、いまだ不明な点が多く、有効
性が確認されたワクチンも存在しないため、長期間、この新たな感染症
とともに社会で生きていかなければなりません。
そのため、感染リスクはゼロにすることはできないという事実を前提
として、子どもたちの健やかな学びを保障していくために、学校におい
ても「３つの密」を徹底的に避ける「新しい生活様式」を導入し、感染
のリスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を行ってまいります。

北陽小学校分離校について

学校名「千歳市立みどり台小学校」
教育委員会では、過大規模校となっている北陽小学校の教育環境を改善するため、令和４年４月の開校を目指し
北陽小学校の分離校（みどり台小学校）の新設に向けて取り組んでいます。
令和元年度は基本設計を実施し、令和２年３月に策定を終えました。基本設計では保護者や地域、学校関係者の
意見を踏まえ策定した「北陽小学校分離校基本構想」における基本理念及び基本方針に基づき、校舎、講堂及びグ
ラウンドなどの基本的な配置計画や平面計画などを決定しています。
現在は更に検討を重ね、実際の工事を行うために必要な詳細な図面を作成
する実施設計を進めているところです。
千歳市ホームページから、校舎や講堂の配置図や平面図など、基本設計の
概要をご覧になることができます。
【ホームページ】
くらし＞教育・文化＞小・中学校＞北陽小学校の分離について
【今後のスケジュール】
① 実施設計：令和２年度
② 建築・グラウンド工事：令和２～３年度
「みどり台小学校」建設イメージ
③開
校：令和４年４月 ④ 外構工事：令和４年度

新しい外国人英語指導助手
（ＡＬＴ）
の紹介！
Andrew Beckett

Lim Irene Brecino

アンドリュー ベケットさん
〈出身地〉：バンクーバー（カナダ）
〈誕生日〉：1983 年３月 16 日
〈趣 味〉：ラグビー、アイスホッケー、登
山、スキー、オートバイ、温泉、
筋肉トレーニング、パソコンの
ゲーム、ボードゲーム、読書
＜千歳市の印象＞：

When I first got to Chitose in March, I thought"Holy cow
it's bloody cold!" I lived in Eniwa and Sapporo, but I always
end up in Chitose to do things! I play rugby here, hike
Tarumaezan with my dog, and go to Shikotsuko often.
Now I work here too! I spend more time in Chitose than I
do in Sapporo!

３月に千歳に初めて着いた時、
「え！？スッゲー寒いわ！」
と思いました。恵庭や札幌に住んでいたときも、いつも千
歳に遊びに来ていました。千歳でラグビーをするし、ワン
ちゃんと樽前山を登るし、支笏湖もよく行きます。その千
歳で今私は働くことができました！札幌よりも多くの時間
を千歳で過ごします！
＜自己紹介＞

Hi everybody! I'm Andrew and I'm from Vancouver,
Canada. My hometown is very very warm, so I am often
cold in Hokkaido! I am a big onsen otaku, but still haven't
been to all of Hokkaido's onsens, so if you know any good
ones, please tell me about them! I really enjoy active
things, so hopefully when this corona virus blows over, we
can have a lot of fun together!

みなさん、こんにちは！カナダのバンクーバーから来まし
たアンドリューと申します！出身地のバンクーバーは暖か
いので、北海道ではいつも寒がっています。温泉オタクで
すが、道内の温泉はまだ全て行ったことがないので、良い
温泉があったら、教えてください！アクティブな人なので、
新型コロナウイルスが終わったときに、たくさん遊びま
しょう！

リム アイリーン ブレシーノさん
〈出身地〉
：フィリピン
〈誕生日〉
：1992 年５月 30 日生
〈趣 味〉
：旅行、読書、スキー

＜千歳市の印象＞：

Chitose is a peaceful and modern city where vital
industries,
lush nature, and the kindness of its people thrive.

千歳は、活力ある産業、豊かな自然、そして人々の優し
さが息づく、平和で近代的な都市です。
＜自己紹介＞：

Nice to meet you! My name is Irene. It has been 5 years
since
I came to Hokkaido. I am an English teacher, but I also
love learning Japanese, so I would like to have cultural
exchange with many people. Thank you.

はじめまして！私の名前はアイリーンです。北海道に来
て 5 年目になります。英語の教師をしていますが私自身
も日本語を学ぶ事が大好きなので多くの人達と文化交流
をしたいと思っています。宜しくお願いします。
千歳市ではこちらの 2 名を加えた合計８名の外国
人英語指導助手（ALT）の方々に、市内小中学校
における担当教諭との外国語活動（英語）授業、
英語教材の作成補助及び教職員に対する研修補助、
課外活動への協力、千歳市及び千歳市教育委員会
が行う各種行事への参加・助言をしていただいて
います。

学校の特色ある取組を紹介します！
高 台 小 学 校 縦割り班活動による取組 ～異学年交流を通して～
高台小学校では、「縦割り班活動」による異学年交流活動を行っています。
班は全校で10班編制。それぞれの班に各学年３～５名、合計で20名ほどの班で、主
に昼清掃時間と昼休みを合わせた40分間で活動をします。
年間を通して縦割り遊び・縦割り遠足・縦割り掃除など様々な活動を６年生が中心
となって行うことで、上級生としての自覚や児童同士のつながりが高まります。
また、年間５回ある「縦割り遊び」では３回目は４年生、４回目は３年生が遊びを企画する場面を設定し、
少しずつ全体のことを考えて企画する経験をさせ、自主的、実践的な態度を養っていきます。
中学校や社会に出てから活かせる力をどのように身につけさせていくか。開校50周年を迎えた高台小は、こ
れからも頑張っていきます。

桜 木 小 学 校 いじめに対する認識を深める取組 ～児童会が中心になって～
桜木小学校では、12月に行われる全校集会で、いじめに対する認識を
深める取組を行っています。
毎年、児童会書記局は、千歳市教育委員会が11月に行っている「なか
よしさわやかＤＡＹいじめシンポジウム」に参加しています。全校集会で
は、そのシンポジウムの内容を全校児童に伝えることと、書記局のメン
バーで考えた、いじめに対する具体的な場面を織り交ぜた寸劇を披露し、
全校児童でいじめに対する認識を深める取組を実施しています。いじめを
なくすための方法を、児童会が中心になって考えています。

【令和元年12月に実施した全校集会の様子】

青 葉 中 学 校 スケジュール帳の活用 ～自己開発力の育成を目指して～
青葉中学校では、今年度からPTAと連携し、学校独自のスケジュール帳「PERSONAL BEST」の活用をスター
トしました。手帳を通して、見通しを持ちながら自分の時間を管理し、自らの力で学習や生活を進める力「自己
開発力」を備えた生徒を育成することが狙いです。
「今年の目標」「学習の仕方」「テスト記録」「高校一覧」など内容
も充実させました。また授業の中で手帳への宿題や提出物などのメモを
促したり、帰りの学活の中で帰宅後の学習予定を立てたりする時間を設
定するなど、学校全体で手帳のより良い活用方法を研究しています。

～子どもたちの交通事故を防ぐために～
北海道警察が取りまとめた「小学生の交通事故実態」によると、歩行中の死傷者は１年生が最も多く、歩
行中の交通事故は全体の約３割が信号機のある交差点で発生しています。また、歩行中に死傷した小学生の
４割以上に、飛び出し等の交通違反が認められるという特徴があります。
一方、自転車による事故についても、交差点における出会い頭の事故が７割と圧倒的に多く、特に２年生・
３年生が多いようです。自転車に乗る際はスピードを出しすぎない、交差点では必
ず一旦停止し安全確認をするなど、子どもたちに注意すべきことを繰り返し教えま
しょう。
千歳市では、「千歳っ子見守り隊」による交通安全などの見守りを行っていま
すが、ご家庭でも、大人が一緒に通学路や公園などへの道のりを歩き、注意すべ
き場所を確認するなど、子どもたちを交通事故から守りましょう。

千歳っ子見守り隊を募集しています！
千歳っ子見守り隊は、地域全体で登下校時の子どもの見守りや声掛け等を行い、犯罪の
未然防止や安全で安心な通学路を確保することを目的として実施しています。
通学する子どもたちとあいさつを交わすことで、交流が深まるほか、安全対策の向上に
も良い効果が得られています。
見守り隊への参加は、ボランティア登録をいただいた方に都合のつく範囲でお願いして
おります。ご協力をいただける方は、最寄りの小学校にご登録をお願いします。

学校支援ボランティアを募集しています！ ～できるときに、できることから～
千歳市では、地域の方々に学校支援ボランティアとして、学校で行われる授業や学習支援の
サポーターになっていただき、学校・家庭・地域が一体となって「地域ぐるみで子どもを育て
る」体制づくりを行っています。ボランティアに参加いただいた方からは「学校や子どもたち
の役に立っていると実感できた」などの感想をいただき、学校からも「支援ボランティアの関
わりが子どもたちの成長につながっている」など感謝の声が届いています。
支援内容は、水泳、スキー、スケート、家庭科、音楽などさまざまです。
（今年度は市内学校
のプール授業は全面中止になりました。）特別な資格は不要です。興味のある方は、生涯学習
課までご連絡ください。（連絡先：24-3153）

わたしのおすすめ図書～学校司書さんに聞きました～
＜北栄小学校 学校司書 山本

史子さんおすすめ＞

「いいたいことがあります！」
魚住

直子 著／偕成社

６年生の陽菜子は、母から勉強も家事もしっかりや
るように言われ、塾にも通い忙しい毎日を送っていま
す。家事を全くやらない兄や、考えを押し付けてくる
母に不満がたまってきたある日、スージーという女の
子に出会い、ある手帳を拾います…。
子どもが読めば「自分の思いが
そのまま書かれている！」と感
じ、大人が読めば「昔嫌だと思っ
ていた大人の姿に自分はなってい
るかも…」と気づかせてくれる小
説です。手帳に書かれている言葉
にドキッとする人は多いはず！

日の出小学校

＜北斗中学校・東千歳中学校 学校司書 白川美由紀さんおすすめ＞

「14歳の世渡り術 いつかすべてが君の力になる」
梶

裕貴 著／河出書房新社

声優で活躍中の梶裕貴さん。好奇心は人一倍旺盛・
極度の恥ずかしがり屋・さらに人見知りだった少年
が、声優という職業を意識した14歳から声優として
活躍するまでのエピソードがつづられています。
「すべてが君の力になる。」1 4
歳当時の梶少年が感銘を受け、生き
方・考え方そのものになっている言
葉。夢を目指す人・働いている方に
も共感する言葉・1冊だと思います。

～私たちの単Ｐ活動～

日の出小ＰＴＡは、①研修活動、親睦・交流 ②児童の健全育成活動 ③学校や地
域の教育的環境の整備充実を活動方針としています。昨年度は、◇３つの委員会の活
動：①学年代表⇒学級学年レク ②教養⇒研修旅行、家庭教育学級 ③環境⇒ミニバ
レー大会 ◇ふれあいフェスティバル（写真）の開催 ◇おやじの会：運動会運営の
支援 ◇会員の「一人一活動」
：交通安全指導、ミニバレー大会での児童読み聞かせ
◇市内ソフトボール大会への出場（男女…男子は会長杯連覇）などを行いました。
会員全員の協力により、どの活動も成功裏に終えることができました。

編集・発行

千歳市教育委員会（千歳市役所第２庁舎２階 教育部 企画総務課）

■住所：〒066-8686 千歳市東雲町２丁目34番地
■E-mail：kyoikukikaku@city.chitose.lg.jp

■電話：２４−０８１９（直通） ■FAX：２７−３７４３
■URL：https://www.city.chitose.lg.jp/

