町民と結ぶ架け橋

No108 令和４年４月１日

教育委員会だより

発行者 教育長 川上松美 ㈹01466-2-2525

http://www.town.erimo.lg.jp/section/
kyouiku/sg6h940000000pqh.html

25名の教職員の皆さんが転出、
退職されま
した。長い間、えりもの子どもたちのために
ありがとうございました。
ご健勝を心からお
祈りいたします。また、えりもには、22名の
教職員の皆さんが転入しました。
笛舞小学校
転出者
校長 中山英明 ⇒ 退職
教諭 横内貴裕 ⇒ 新ひだか町高静小
教諭 中村早苗 ⇒ 退職
事務 蛯名哲也 ⇒ 浦河町荻伏中
転入者
校長 岡田智英（様似町様似中）
教諭 横山小雪（むかわ町穂別小）
教諭 中村早苗（再任用）
事務 遠藤晃正（浦河町荻伏中）
えりも小学校
転出者
教諭 戸塚明宏
教諭 立松由希
教諭 高間秀生
事務 宮嶋遼亮
期教 松浦正志

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

新ひだか町高静小

退職
日高町日高小
平取町紫雲古津小
浦河町堺町小

転入者
教諭 酒井隆行（新冠町新冠小）
期教 元茂苑香
えりも岬小学校
転出者
校長 高杉省一 ⇒ 日高町富川中
転入者
校長 高橋郁子（様似町様似小教頭）
庶野小学校
転出者
校長 中山 敏 ⇒ 退職
教諭 佐藤実香子 ⇒ 浦河町堺町小
養護 浅野雅子 ⇒ 退職
転入者
校長 杉山一彦（えりも町えりも中教頭）
期教 酒井陽子（平取養護ぺテカリ分校）
養護 信貴三紗希（千歳市千歳中）
期事 増田砂理（継続）
えりも中学校
転出者
教頭 杉山一彦 ⇒ えりも町庶野小校長
教諭 上岡弘佳 ⇒ 日高町日高中教頭
教諭 安孫子瞬 ⇒ 千歳市勇舞中
教諭 篠田菜実枝 ⇒ 日高町日高中
教諭 石戸谷洋史 ⇒ 新冠町新冠中
期教 仁平剛史 ⇒ 任期満了
期教 百澤 薫 ⇒ 任期満了
転入者
教頭 畑山貴英（浦河町浦河小）
教諭 橋本 僚（帯広市南町中）
教諭 渡邊秀隆（様似町様似中）

期教 小玉 智（浦河町浦河第一中）
事務 川端佑典（新ひだか町三石小）
北海道えりも高等学校
転出者
教頭 石川博史 ⇒ 長万部高
教諭 大竹義浩 ⇒ 札幌白陵高
教諭 山上智史 ⇒ 岩見沢農業高
教諭 古谷祐美 ⇒ 岩見沢緑陵高
期教 宮下将明 ⇒ 紋別高
期教 穴澤信了 ⇒ 退職（任期満了）
転入者
教頭 越 亮文（上磯高教諭）
教諭 中野秀泰（網走桂陽高）
教諭 佐藤実和子（新採用）
教諭 仲村翔太（新採用）
期教 岩崎直人（真狩高）
期教 飯岡祐貴（公立はこだて未来大）
期教 鈴木猛雄（ニセコ高）

令和４年度の学校教育について
〇新しく仲間入りした教職員と一丸となって
進めます。
〇従来の日本型学校教育を発展させ、８つの
経営の基盤『組織運営、教育課程、生徒指導
など』として、令和の日本型学校教育で重視
する『個別最適な学びと協働的な学び』の指
導を図りながら、「主体的で対話的な深い学
び」の授業改善を進めてまいります。
〇また、幼児教育施設を含めた幼保小中高の
連携・接続を一層強化し、今日の時代に対応
する「知・徳・体の調和の取れた教育」を「チ
ームえりも」で進めてまいります。

令和３年度卒業証書授与式が保護者も出席
して、厳粛な雰囲気の中で挙行されました。

えりも岬小学校

〇新型コロナウイルスに伴い、感染防止の対策
の下での卒業証書授与式となりました。すべて
の学校で、厳粛で清新な雰囲気の中で、新しい
生活への動機付けとなる式となりました。
〇授与式は、全ての学校が一貫して児童生徒に
挨拶や礼法等など儀式的行事での振舞いを学
ぶ機会として位置付けられています。児童生徒
は大変立派な態度で式に臨むことができまし
た。
笛舞小学校

北海道えりも高等学校
３月 18 日
第 128 回
卒業証書
授与式が
挙行され、
５名の児
童が旅立
ちました。

庶野小学校

３月 18 日
第 123 回
卒業証書
授与式が
挙行され、
７名の児
童が旅立
ちました。

３月 23 日
第 124 回
卒業証書
授与式が
挙行され、
４名の児
童が旅立
ちました。
えりも中学校

えりも小学校

３月 18 日
第 136 回
卒業証書
授与式が
挙行され、
24 名の児
童が旅立
ちました。

３月 15 日
第 75 回
卒業証書
授与式が
挙行され、
45 名の生
徒が旅立
ちました。

〇３月１日、第33回卒業証書授与式が挙行され、
35名が自らの進路に向けて旅立ちました。卒業
生の合格・内定数の進路状況は、国公立大３名、
私立大学11名、短期大学４名、看護学校・医療
系専門学校５名、上記以外の専門学校14名、公
務員４名、就職７名（えりも漁協３名外）
、研
修所２名なりました。
〇今年度の卒業証書授与式は、昨年度に続いて
コロナ禍の中でどの学校も来賓の制限や時間
短縮の工夫を行いながら進められました。
〇えりも小学校では、１年生から４年生までが
体育館ではなく各教室でオンラインを利用し
て式に参加しました。また、えりも中学校では
ギャラリーを活用して生徒の席を工夫して行
なわれました。
〇このように、コロナ感染症対策は、これから
も教育活動全てにおいて注視して進めてまい
ります。

