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園も小も中も高も素晴らしい 

校長  飯 田 輝 雄 

平成２９年度の教育活動が終わりました。今年も学力・体力・豊かな心を育てるために、様々な取り組

みを行ってきました。協力的な標津町の皆様のおかげで、好ましい成果を残すことができました。改めて

皆様方の多大なるご支援、ご協力に感謝申し上げます。 

標津地区の四つの学校の卒業（園）式を見ました。どの学校の子どもも素晴らしい姿でした。四つの学

校の教育指導に一本の筋が通っていると感じました。この筋を太く強くしていくことが大切です。これか

らの子どもの成長がとても楽しみです。 

本日の修了式では次のような話をしました。（大意） 

 

修了式の修了とは、その学年が終わる時に使います。この１年間、たくさん学んだことを身に付けて、

次の学年に進級することを認める式です。学年で覚えることは、すべてその学年で覚えることが理想です。

ところが、人間の能力には、個人差があり、みんながみんな、覚えられるかと言えば、それは難しい話で

す。でも時間をかけると、小学校の勉強は大体覚えることができます。まわりにいる大人は、ほぼ全員、

かけ算も割り算もできます。苦手意識のある人は、春休み中にがんばって勉強してください。そして、次

の学年に安心して進級しましょう。 

さて、今年の標津小学校は、とてもいい学校になりました。勉強ができるようになりました。体が丈夫

になりました。保健室でお世話になる人が激減しました。みんな仲良くできました。高学年が低学年のお

手本になりました。おかげさまで、学校に来たお客さんは、皆さんのことを大変誉めていました。校長先

生は、心からうれしいです。 

大人は、まじめに育った皆さんを見るのが大好きです。それは、皆さんが未来をつくる宝物だからです。

学校をよりよくするために、ふるさと標津をよりよい町にするために、これからも未来を見て、想像して

生活しましょう。 

 

話の中で今度入学する１年生に、特別な配慮と支援が必要な子がいることを説明しました。すでに新１

年生体験入学や参観日全体懇談会で保護者の皆様にお伝えした内容です。在校生が新１年生を見守り、し

っかり面倒を見てあげることが、学校の伝統・校風になります。日頃から申している通り、差別、偏見、

いじめ、暴力は絶対悪として児童に浸透させます。 

今年度本校を去る教職員は６名、新年度は７名の教職員を迎えます。皆様のご期待に応えるように、新

体制をしっかりと整えますので、今後とも変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。なお、新担任

等の発表を４月１日（日）午前１０時、本校東玄関前に掲示します。ご都合に合わせてご確認ください。 

 

平成３０年４月の行事予定から 

日 曜 行          事 日 曜 行          事 

1 日 学級担任発表 10:00東玄関 16 月 職員会議 

2 月 職員会議 17 火 全国学力学習状況調査（国、算、理） 

3 火 入園式  18 水  

4 水  19 木 フッ化物洗口 

5 木 春休み最終日 20 金  

6 金 着任式・始業式・入学式 あいさつ運動 21 土 週休日 

7 土 週休日 22 日 日曜参観日 13:00 PTA総会 

8 日 週休日 23 月 振替休業 

9 月 発育測定（全）    あいさつ運動 24 火 全校朝会 

10 火 
全校朝会 視力測定（全）  

標準学力テスト（国、社） 
25 水 １年生を迎える会 

11 水 聴力測定 標準学力テスト（算、理） 26 木 フッ化物洗口 

12 木 フッ化物洗口 27 金  

13 金  28 土 週休日 

14 土 週休日 29 日 昭和の日 

15 日 週休日 管内卓球大会 30 月 振替休業 ポー川史跡自然公園オープン 

 

★★新年度に向けて★★ 
 
修了式では５人の代表児童が修了証を校長より受け取りました。町外では、インフルエンザの流行など

もありましたが、子どもたちは本当に良く頑張りました。全校合唱や６年生を送る会などを通して、学年

の枠を超えた、標津小学校としての一体感がより強く感じられています。進級するに当たり、今一度自分

自身を見つめなおしてください。そして、新年度には、自分の良さをたくさん発揮し、仲間と協力する場

面を数多く作り出して欲しいと思います。 

【新年度に向けての確認】 

★新年度の教室の配置は、今年度と同様に新１･６年生が１階、新２･３･４･５年生が２階です。 

★４月６日（金） 始業式・入学式です。  ※入学式を１０:００より行います。 

□２年生以上は、普通登校です。８:０５までに登校してください。 

□新２･３･５年生が東側玄関、新１･４･６年生が西側玄関となります。 

□新しい教科書等を配布します。ランドセルなどの入れ物をもってきてください。 

□給食があります。はし・給食ナプキン・歯ブラシ・コップ[うがい用]をもってきてください。 

□全学年に「春休み学習プリント」を課題として配布しています。ご家庭でマル付けをお願いしま

す（児童がマル付けをしてもかまいません）。学習プリントは始業式の日に持たせてください。 

★新しい上靴を買う場合は、裏が黒くないもの（白かゴムの色）をお願いいたします。裏が黒いと床に

黒い跡がつく場合があります。 

★明日からは、春休みになります。指導部から出ている「春休みのすごし方」をしっかりと確認し、事

故のない充実した春休みを送ってください。この間に、大きな病気や怪我をした場合は、学校にもお

知らせください。また、困ったことがある場合も遠慮なく学校にご連絡ください。 

★雪解けが進みます。屋根の下には絶対に行かないこと。雪山や海辺での遊びは、冬よりも危険が増し

ます。完全に雪が解け切るまで近づかないようにしましょう。 

  ※流氷に,絶対に乗ってはいけません。 
 



 
■第 47 回管内少年剣道大会 

○小学１・２生の部 第３位 小野 太雅（２年） 

■第 35 回根室管内小学生卓球大会 

  ○男子団体 第１位 阿部 友飛（６年），       （５年）  

  ○女子団体 第１位 皆川 涼香（６年），川嶋ひかり（６年），藤本 せな（６年） 

  ○男子の部 第１位      （５年），川嶋 礼央（１年） 第２位 阿部 友飛（６年） 

○女子の部 第１位 皆川 涼香（６年），第２位 川嶋ひかり（６年） 

第３位 藤本 せな（６年） 

第１位 藤本 梨音（３年），第１位 平井 美羽（２年） 

■北海道卓球選手権大会 

  ○男子団体 第３位 阿部 友飛（６年），       （５年）  

○女子の部 第６位 平井 美羽（２年） 

■ファミリーマートカップ第 37 回全日本バレーボール小学生管内予選 

○第３位 標津レグルス 

■第 10 回標茶柔道同好会長杯少年柔道大会 

 ○小学１・２年生 第３位 亀田 煌斗（２年） 

■TSP 杯小学生団体卓球大会 

  ○女子団体 第３位 皆川 涼香（６年），藤本 せな（６年）  第７位 藤本 梨音（３年） 

■第 40 回春季町民卓球大会 

  ○小学生女子の部 第１位 皆川 涼香（６年）  第３位 藤本 せな（６年） 

■第１回標津レグルスカップ小学生バレーボール大会 

  ○優勝 標津レグルス 

■楽しい子育て全国キャンペーン三行詩コンクール根室地区予選 

 ○優秀賞 更谷 芽生（４年） 

■第 13 回大地みらい杯根室地区サッカー少年団 8 人制サッカーフィスティバル 

○U-8  第３位 標津サッカー少年団   

○U-10 第３位 標津サッカー少年団 

■ピティナ･ピアノコンペティション全国決勝大会 

  ○連弾中級 A ベスト１３賞  山﨑 和花（６年） 

■第 37 回少林寺拳法北海道大会 

  ○規定単独演舞小学生～有段の部 最優秀賞 朝倉 将斗（６年）  

○規定組演舞小学生～３級の部 最優秀賞 音川 藍慈（６年） 

■第 62 回北海道吹奏楽コンクール釧路地区予選 

  ○小学校の部 銀賞 標津小学校吹奏楽部 

■第 15 回全日本スポーツ少年団バレーボール小学生大会根室管内予選中標津大会 

○第３位 標津レグルス 

■根室地区青少年科学技術振興作品展 

  ○標津町教育委員会教育長賞 大西 和奏（５年） 

■第 45 回オホーツクマラソン 

  ○小学生の部 男子 5km 第１位 村山 和弥（６年）  第３位 阿部 友飛（６年） 

■第 37 回道新杯カップバレーボール小学生大会根室管内予選中標津大会 

○準優勝 標津レグルス 

■第 17 回剛達杯 柔道大会 

○団体戦 第３位 亀田 煌斗（２年） ○優秀選手賞 林 志唯奈（４年） 

■第 23 回どうしんわたしとぼくの小学生新聞グランプリ 

○佳作 相馬 誉史（６年） 林 和華芭（６年） 山崎 和花（６年） 

 ■北海道いじめ問題対策連絡協議会「いじめ・ネットトラブル根絶！ メッセージコンクール」 

  ○ネットトラブルの根絶部門標語  

根室教育局 最優秀賞 船山慎ノ介（５年）優秀賞 工藤 彩奈（５年） 

奨励賞 久保田功誠（５年），小野 由奈（５年） 

○ネットトラブルの根絶部門標ポスター 

根室教育局 優秀賞 大石 琢人（６年）奨励賞 山﨑 稜空（６年），古川  暖（６年） 

○いじめの根絶部門標語  

根室教育局 優秀賞 斉  渚（６年） 奨励賞 千葉 紗那（１年），大石 琢人（６年） 

○いじめの根絶部門ポスター  

根室教育局 奨励賞 池田 祐大（６年）三田 勝也（６年） 

 ■平成 29 年度「税を考える週間」の書道展  ○根室間税会会長賞 音川 藍慈（６年） 

 ■第 14 回 太平洋武徳館クラブカップ少年柔道大会  ○小学２年生の部 優勝 亀田 煌斗（２年） 

 ■平成 29 年度「海の子作品展」 

  ○図画の部 北海道教育委員会教育長賞 和田 真珠（４年） 

  

■第 45 回教育長杯オープン卓球大会 

  ○女子シングルス 準優勝 平井 美羽（２年） 

 ■第 40 回秋季町民卓球大会 ○低学年の部 第３位 平井 美羽（２年） 

  ■全国小学校管楽器合奏フェスティバル北海道大会  

第 34 回全道小学校スクールバンドフェスティバル 函館大会 ○出場 

■今井杯第 24 回北北海道少年少女卓球大会 

  ○女子の部 第２位 藤本 美優（５年） 

 ■第７回札幌大谷音楽コンクール 電子オルガン部門 優秀賞 永井 夢来（６年） 

 ■第 33 回標津卓球スポーツ少年団団長杯争奪オホーツク卓球トーナメント 

兼第 11 回ニッタク杯卓球大会 女子の部 第２位 藤本 梨音（３年）  

 ■第 46 回根室スプリントスケート大会 ○小学３年女子の部 第２位 唐崎 愛華（３年） 

 ■第 37 回中標津スピードスケート大会 ○小学３年女子１０００М 第２位 唐崎 愛華（３年） 

 ■第 40 回北海道スポーツ少年団スピードスケート競技大会  

○小学３年女子５００m 第６位 唐崎 愛華（３年） 

○小学３年女子１０００m 第４位 唐崎 愛華（３年） 

■第 14 回標津オープン卓球フィスティバル ○女子 第１位 平井 美羽（２年） 

■第 17 回標津カップ小学生バレーボール大会 ○準優勝 標津レグルス  

■平成 29 年度中標津 Under５強化交流試合 ○優勝 標津レグルス 

■平成 29 年度柔道ネクストチャレンジカップ  

○１・２年生女子の部 優勝 林 妃茉莉（１年） 

○３・４年生女子の部 準優勝 林 志唯奈（４年） 

■第 37 回道新杯北海道小学生卓球大会 ○女子の部 第３位 藤本 利音（３年） 

■第 13 回フットサル in 標津 U-8 

○U-8 準優勝 標津 A チーム 優秀選手賞 米澤 誠峯（２年）   

○U-10 第３位 標津 A チーム 優秀選手賞 相馬 悠大（４年），米澤 颯峯（４年）  

■第 14 回くしろファイナルスピードスケート競技大会 

○小学生 3 年 女子 500m 第６位 女子 1000m 第６位 唐﨑 愛華（３年） 

■第 20 回別海サッカー協会長杯少年フットサル大会 

○U-8 準優勝 標津サッカー少年団 

■美幌ランキング卓球大会 

○小学女子シングルスの部 １位 藤本 梨音（３年） ３位 平井 美羽（２年） 

■第３回根室管内小学生バレーボール大会白糠杯管内予選大会 

○優勝 標津レグルス 

■第 39 回別海町新春スプリント大会 

○小学生 3 年 女子 第３位 唐﨑 愛華（３年） 

■道新杯スピードスケート大会 

○小学生 3 年 女子総合第１位 唐﨑 愛華（３年） 

■第 37 回道新杯北海道小学生卓球大会 

○3 年生女子の部 第３位 藤本 梨音（３年） 

■第 16 回根室管内小学生バレーボール大会新人戦大会（中標津）   ○優勝 標津レグルス 

■新春カップ小学生バレーボール大会    ○優勝 標津レグルス 

■第 44 回標津スプリント選手権大会兼大菅小百合記念大会 

○小学生 3 年女子 第２位 唐﨑 愛華   

■標津町新春書初め大会 

○小学校 1 年生の部 銀賞 長谷川直希 

○小学校 2 年生の部 金賞 藤本 芽愛 銀賞 千葉 知毅 銅賞 西山 実希，佐藤ひなの 

○小学校 3 年生の部 銀賞 唐﨑 愛華 銅賞 遠藤菜々瀬 

○小学校 4 年生の部 銅賞 富森菜々実 

○小学校 6 年生の部 銀賞 山﨑 和花 

■第 36 回東北海道小学生卓球大会 

  ○女子団体 優勝 標津卓球スポーツ少年団Ａ 

○高学年女子個人の部 優勝 皆川 涼香（６年） 準優勝 川嶋ひかり（６年） 

  ○低学年女子個人の部東北海道小学生 第３位 藤本梨音（３年） 

■第 12 回山洋建設（株）杯 卓球大会 

○女子シングルス 第３位 藤本 美優（５年）  

  ○女子ダブルス  第３位 藤本 せな（６年）、藤本 美優（５年） 

■標津サッカースクールミニサッカー大会 

○U-8 優勝 標津サッカー少年団 米澤 誠峯（３年） 

■第９回福沢杯少年少女卓球大会 

○女子中学年シングルス 優勝 川嶋ひかり（６年） 準優勝 皆川 涼香（６年）  

★★児童のがんばり★★ 
 


