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ようこそ札幌大会へ

第41回全道造形教育研究大会を久 しぶりに札幌で開

催することとなりました。全道各地から日頃の実践を

たずさえてお集まりくださいました会員のみなさま心

から歓迎いたします。前回は第 34回大会でしたから7

年ぶりの開催,ま た,第 1回 の札幌大会から数えますと

通算で 9回 目の意義ある大会となりました。

ときたまたま教育改革の機にあたり,明年度から新学

習指導要領が実施され,本年度はその移行措置期間の最

終年度にあたります。

今日の科学技術の進歩や経済の発展は,豊かな社会を

作 り出すとともに,情報化 。国際化 。価値の多様化・核

家族化 。高齢化など,社会に大きな変化をもたらしてお

ります。こうした激 しい社会の変化に主体的に対応 し

て生きていくことができる資質や能力を育てることが

強調されております。

また,今回の改訂においては,個性を生かすことや創

造性の基礎を培うことが重視されておりますが,こ れは

新しい文化を生み出す方向へ,学校教育の転換を図るこ

とを意図 したものであると考えます。すなわち,知識や

技能を教師が教え込み,それを児童 。生徒が受け身の形

で受け止めるような傾向を改めて,児童・生徒が自ら学

び自ら考える教育へと学習指導の質的転換を図ること

が学校教育の大きな課題になり,そ のためには,教える

側に立 った授業か ら児童の側に立った授業のあり方が

求められているものと思われます。こうした中にあっ

て図工科教育,美術教育のあり方 も見直され,授業 も大

きく変わっていくものと考えられます。

こうした,時代の要請や背景を考えますとき,私達 ,

造形教育にたずさわるものの使命はまことに重大であ

り,ま た,各方面から期待されるものも大きいものと認

識をしております。

私達はこうした意味を考慮 し,明年度から実施され
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札幌大会実行委員長

(北海道造形教育連盟事務局長 )

鹿 嶋   健

(札幌市立栄東小学校長 )

ます新学習指導要領に基づく「授業のあり方」を研究

の中心にすえて実践を進めてまいりました。試行錯誤

の連続でしたが,ご批正をいただくとともに,み なさま ―

の実践をも交流 しながら検証を深めてまいりたいと思｀シ

います。

この大会の準備は2年前から進められてきました。

北海道教育委員会,札幌市教育委員会をはじめ後援 く

ださいました教育関係の諸団体,会場を引き受けてくだ

さいました三角山小学校の佐々木校長先生や諸先生,授

業者や児童 。生徒を派遣 してくださいました各校長先

生,大会のために勤務時間も超越 して努力された連盟 。

札教研の仲間達,そ して,い ろいろとお力添えをいただ

きました協賛会員の方々やPTAの みなさま,数多 くの

方々の善意と協力によってこの大会が実施できました。

心から厚 くお礼申 しあげます。

それにしても大会の手続きや諸々の仕事がこんなに

多くあるものかと驚 くとともに,毎年各地で行なわれま

す大会関係者のご苦労とご努力を改めて認識 した次第

′です。

私達部会員は,それぞれの分野で力いっぱい努力した
｀
―

ノ

つもりですが,至 らない点も数多くあると思います。そ

このところは「一生懸命努力 した」という誠意に免 じ

てご容赦いただきたいと思います。

この全道大会が,我 々造形教育にたずさわる者にとっ

て,よ き研鑽の場となり,心のよりどころになっている

ものと確信 しております し,更に,こ の研究成果が明日

からの本道の美術教育に,21世紀を背負う子ども達の

人間形成に寄与するものと信 じてやみません。

会員みなさまの益々のご研鑽 とご活躍を心からご期

待申しあげますとともにこの大会にお力添えをいただ

いた数多 くの方々に心から感謝申しあげて私のあいさ

つといたします。



第 41回  北海道造形教育研究大会           必要であろう。

また,*領域をはず した教材
札幌大会研究発表の骨子 とお願い

*学級経営を基盤とする授業づ くり

札幌大会研究部長  冨  田     泰          *授 業展開のユニークさ

(札幌市立伏見小学校)    をめざす。

という考えのもと,『 もう一つの授業Jを考えた。

夏の夜空に輝 く天の川で彦星と織姫の年に一度の巡  2.分科会提言 (各分科会平均 2提言 )

り合いのごとく,全道の美術教育に携わる我々が,一同    ① これからの造形教育を考える

に会する北海道造形教育研究大会第 41回札幌大会が開    ②新 しい試みとしての実践提案

催されました。                     試行錯誤の上の提言,諸問題の提起になれば。

去る帯広大会,苫小牧大会に続いて「子どもの個性的  3.ク リエイテ ィブプラザ (創造 の広場 )

表現を援ける造形教育」の充実を願い,議論を重ねてき    校舎の内外全体を広場とし,児童の作品展示と体

ました。大きな教育の流れの変化をみつめると同時に   験コーナーを設けた。

ヽノ 本連盟の研究の歩みを基礎に新 しいものを求めてきま    ①パネル発表 (24人 )

した。                           ア.各階教室廊下壁面に全紙判の大きさで

また,札幌大会を迎えるにあたって,事前授業検討会     イ.新 しい指導計画や指導過程の提起

を持つ こともできました。連盟の多 くの方々のご尽カ     ウ.事業実践を写真と説明

により実現できました。連盟の研究部や若い者にとっ    ②体育館平面展示

てこのような場ができたことは,具体的実践交流の新 し     ア.中学校パネル発表

い試みとして歓迎できるものと思っております。         (生 徒作品……30枚 180× 90mm判 )

そして,全道各地との交流がこれを機会に今まで以上     イ.世界児童画,教育美術作品展示

に実践を通 してつながることを願っています。        ウ.札幌こども造形展作品展示

今大会の研究実践発表の骨子をお知らせ し,当会場で,    ③体育館立体作品展示

ご批正 ご指導を賜わりたくお願い申しあげます。       ア.工作作品展示

④ポス ト展示 (各階廊下…1ポ ス ト)

1.公開授業 (幼 1・ 小 8・ 中 3)            ァ.こ ども造形展パネル展示

『 もう一つの授業』づ くりを合言葉に…         イ.幼稚園作品展示

①画一過 ぎる                     ウ.広報さっぼろの表紙展示

②技術や技能の押 し付け               ⑤造形パフォーマンス (体育館・廊下 2日 目)

｀ン  ③教師の枠組みの中の活動               ア.協力業者と合同で材料用具の体験

④作品化 (コ ンクール向け作品づ くり)        イ.子 どもの作品にお、れてみる

などいわゆる*教師中心の教えこみ授業         ⑥野外展示 (芝 Jl・ プール・ フェンス・石垣・校

来教師リー ドの誘発誘導授業              舎・ ピロテー・遊歩‖ )

ではなかったかの反省がある。           4.実 践集『造形の未来 をひ らく』 (配布 )

そこで,本性や本能的なものまで含めたあそびを    これからの造形教育を志向 して,新 しい試みを一

取 り入れ,造形活動そのものに幅をもたせ,ゆ とり   冊の実践集にまとめた。 (ノ lヽ
。中学校 )

のある指導計画,指導内容をめざしたい。      5.中 学校全体分科会

*幼稚園の「 あそび」                これからの美術教育 ―教育課程の実践的課題―

*小学校の「造形あそび」              新教育課程に中学校の対応はどうあればよいかな

*中学校の「あそび心」              どについて,提言を中心に話 し合いを行う。

*高等学校の「あそび心」といったものを造形活  以上,骨子を記述いたしましたが,そ の他に鑑賞の授業

動に盛 り込み具体的には材料や,1具 に幅やゆとりを  があります。鑑賞教育を問うもので,皆様の多数のご参

もたせ,子 どもの思いに任せる内容がいままで以上に  加をお願いいたします。
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保育室に何気なく置かれた廃材コーナー。空箱あり,

空容器あり,ト イレットペーパー等の芯あり。普通なら

ゴミ箱へ直行 して もあたりまえな物が子ども達にとっ

ては貴重な製作物の材料 となります。

「先生見て見て !カ タツムリができたよ !」 ふと見る

と,女の子の手の上にはガムテープの芯にアイスクリー

ムのさじを2個 テープではったものがちょこんと乗せら

れています。

自分の作 りたいものを作ることのできる自由があり,

イメージをふくらますことのできる材料,用 具がある環

境,そ して,イ メージを形に表現することのできる技術

があれば本当に素晴らしいことだと思います。

「作 りなさい !」 と言われて作るのではなく,自分が

作りたいから,遊びに必要だから自分で考えて作ったと

いう経験の積み重ねを大切にしていきたいと思います。

そのためには,子 どもが今何を考え,何を表現 しようと

しているのか,その内面をとらえることが大切になって

くると思います。 しかし,子 どもの内面を読みとること

はとても難 しいことと思われます。子どもの目の高さ

になって少 しでも子どもの興味 。関心を引きつけられ

るような,心を動かすことのできるような環境作りがで

きたらと考えています。

保育室にもう1度目を移すと今度は数名の子がカタツ

ムリを作り始めました。そのうちにヒゲをはや したお

父さんカタツムリや小さな赤ちゃんカタツムリも登場

しました。「カタツムリー匹下さい。」と,お金を自分で

作って買いに来る子まで出てきました。一人の子の作

ったカタッムリがきっかけとなって遊びはお店ごっこ ｀

にまで広がりました。              ―

描いたり作ったりするということが,それだけで終わ

ってしまうのではなく,それらが何らかの形で自分達の

遊びや生活にどんどん広がり生かされていくことも大

切なことではないで しょうか。

幼児期だからこそ体験できる造形活動を通 して,豊か

な感性,そ して人間性が育つことを願いつつ保育に励ん

でいます。

生徒指導要録改訂にみる
造形教育のポイント

北海道教育大学附属札幌中学校

塚野  昭臣

今回の生徒指導要録の改訂では,従来の「美術への関

心・態度」に,「意欲」が加わったこと。「美術の表現

能力」が「発想や構想の能力」と「創造的な技能」の

2つ に分けられたことが大きなポイントであろう。

関心・態度に新たに「意欲」が加わったことは,美術

に限らず,先 に発表された新学習指導要領の改訂のポイ

ントでもある,生涯学習の基礎基本としての学ぶ意欲を

育てることを大切にする姿勢のあらわれといえる。や

る気を育てるとか,積極的に作品づくりに取り組ませる

ことを,今まで以上に考え,実践 していかなければなら

ない。そのことは本来,主体的に活動する中学生の意欲

を失わせているものは何か,そ の原因を探 り,対応を迫

られているのである。

生徒が制作に一生懸命取り組み,教師も指導援助する,

生徒が楽 しく作品づくりが出来たり,物をつくる喜びや
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表現する充実感を味わえる授業がなされることが生徒

の意欲を育てる。

次に問題となるのは出来上がった作品である。作品

の出来,不出来よりもその過程を大切に考える生徒や教

師も少なくないが,やはり作品が満足のいくものである

′ことも生徒の学習意欲を育てるのに重要な事であろう。

「美術の表現能力」が 2つ に分けられ,そ れぞれの能力
V

や技能が高められてこそ,生徒の満足のいく作品が出来

上がる。「発想や構想の能力」を高めるためには,い わ

ゆるアイディアスケッチの段階での指導取 り組みが重

視される。スケッチを何枚も描き重ねる過程で生徒自

らの表現主題を明らかにさせることが大切である。主

題が明確になれば,完成までの見通 し (構想)も 自分自

身のものとして意識できるであろう。

また,「創造的な技能」については,単に完成 した作

品から技術的な良さを評価するのではなく,その制作過

程での,そ の生徒らしい表現の工夫を評価 したり,基礎

基本となる技術を身につけさせること大切にしたい。

これからの造形教育では,制作過程の評価のあり方が

重要なポイントの 1つ になるであろう。
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子どもの側に立った
造形教育を

札幌市立伏古小学校  ノjヽ尾

先日,1年生の教室前を通った時,子 どもが一人這 う

ようにして教室を出てきた。教師の目を盗み,手 に持っ

た5・ 6本のクーピーで床に線を引きながらである。自

分の席から机や椅子の下をくぐりぬけ,や っと廊下まで

たどりついたのである。ひとまとめにしたクーピーの

先からはきれいな平行線が何本となく床に描かれ,長 く

長 く続いた線のシュプールは正 しく床への表現活動で

｀ノ
ぁった。通 りかかった私は,言 うまでもなく注意を与え

てしまったが,子 どもは「ごめんなさい。」と一言,しか

し,さ ほど悪びれたようでもなく,む しろ,自 分の想い

が床という広 く質感のある画面の中で達成でき,喜びと

満足感でいっぱいなのであった。

なるほど,造形活動が,自分の世界に浸たり,想 いや

願いを満足させる場であるならば,こ の行動を容認 して

あげなくてはならない。その後,担任の若い女の先生に

は,床 に敷いた大きな紙やアスファル トの上で,子 ども

たちの表現あそびをとり入れてみたら……と,事件の報

告と合わせて話 しておいた。

今までの造形教育は,ど うしても作品至上主義から逃

れられない面があった。今こそ,子 どもたちが,主体的

で個性豊かな表現ができるよう,又,子 どもの側に立っ

た造形的活動を,子どもの生活の中から見つけ出してい

く必要があるように思われる。

床事件は,子 どもの明らかな挑戦とも思われた。そし

て,又,私たち教師よりも更に深いところで,「先生 し

っかり !」 と示唆を与えているようでもあった。これ

からの造形教育の中では,教師は進んで表現することが

できる環境と場を積極的に保障することが大切である。

“豊かな表現力"は ,いつの時代にも口にしてきたこ

とである。「体重測定」という題名から「わあ―太った一」

「はずかしいなあ」「どうだ,す ごいだろう」などと言葉

を変えるだけで,子どもは喚起する。これからの造形教

育は,又,子 どもの個性や能力を最大限に伸ばすことも

大切にしていかなくてはならない。

第 41回全道造形教育研究大会の盛会を祈 りつつ…。

喬

これからの造形教育

札幌市立石山東小学校 赤 石  芳 郎

今日学校は,「落ちこばれ」「画一化」「非行 。校内暴

｀ノ カ・いじめ」等のさまざまな問題に直面 しています。こ

れらの問題の原因は,家庭 。社会のあり方,入試制度 ,

学歴偏重の体質など社会全般に関わる問題が大きくウ

ェー トを占めていると思われます。

従って,教師は機械的に「教育」を処理せざるを得な

くなり,子 どもとともにゆっくりと時間をかけてヒトが

人となる時間――ほんとうの教師の時間を持てなくな

っているのではないで しょうか。

こうしたときにこそ学校教育の中で,人間が他の生き

ものとは決定的に異なる特質である「考えて,ものをつ

くる」ことに重点をおき,人の心を養い,感情を育て ,

考える力と手を高める教科である図画工作がより切実

に求められなければなりません。

さらに,比類なき変化の激 しい時代を生きていくため

に必要な「自ら考える人」の育成という社会の要請 も

あります。冷静にデーターを集め,関係でとらえて自ら

の思考を働かせて,先例のない時代を生きる方策を立て

ていく一― こんな「考える人」の育成が時代の要請と

して学校に課せられているのです。

同時に,人間のための自然や,人間のための経済へも

反省の目が向けられ,自 然の中の人間や,地球規模の人

間生活が生き方の典型として求められ,「教育」の主要

なテーマのひとつとなっています。

以上のことから,こ れからの造形教育に心 しなければ

ならないことを何点かあげて問題提起とします。

1.自 然の恩恵の中で,すべての人と仲よく生活できる心

を育てよう。

2.生きとし生けるすべてのものとの共感―一やさしさ

を大切にしよう。

3.子どもらしい真剣さで,対象とものづくりに当たらせ,

その中で自分と対話する姿勢を求めよう。

4.自然への畏敬やすべての生命あるものへの感情――

いとおしさを大切なものとしよう。

(5)



サークル紹介

全道造形研究大会には,何回も参加 し,美術教師とし

ての力を少 しでも高めようという気持ちは今 も変わり

ません。後志教育研究会が発足して26年になりますが,

現在 3年サイクル (研修会,研究会,発表大会),4プ ロ

ックに分かれて進められています。後教研のあり方に

ついての検討委員から昨年 2年サイクル (研修会,研究

大会)の諮問が出されており,来年度又は再来年度から,

新 しい研究の進め方になるかもしれません。後志管内

には19ヶ 町村があり,今年度 16の町村に図工・美術部

会があり,地域に根ざした研究が進められ,授業研究や

実技研修など着実な取 り組みがなされております。

後志教育研究会図工・美術部会は,各町村教研図工・

美術部会の研究との関連をはかりながら,管内的な研究

を進めております。

尾川和彦校長 (退職・札幌在住),志津照男 (寿都小

学校長),坂 口美津雄 (余市町立沢町小学校教頭)先生

のあとを受け継ぎ,部長になって 3年目の私ですが,前

部長であった,志津,坂口両先輩の助言とバックアップ

のもとに研究を進めているところです。又,若手の実践

も力強 く感 じているところです。

今年度は,京極町立京極中学校を主会場に,第 13回後

志図工・美術科研究大会が 10月 2日 (水 )に 開催され

ます。京極町教研図工・美術科部長の屋木功先生を中

心にした,京極町の研究を側面から協力 し,全管的な研

究の広がりになるように,参画しているところです。研

究授業は京極小学校2つ (低学年と高学年)と京極中学

校 1つが計画されており,研究発表 も予定されておりま

す。研究主題は昨年の研修会と同じ「たしかな表現力

を育てる指導のあり方」～絵画領域を通 して～です。

さて,昨年の後志図工・美術科研修会を振 り返ってみ

たいと思います。

◎ 10月 26日 (金)京極小学校を会場にして研修会

が行われた。

○研究仮説として,第一に対象の見方,と らえ方を実

践を通 して究明し,発想段階,構想段階での指導を改善

充実することにより,た しかな表現力を育てることがで

きる。第二に児童の発達段階に即 した技法指導のあり
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後志教育研究会図工・美術部会
たしかな表現力を育てる指導のあり方～豊かな心や豊かな表現をめざして～

余市町立東中学校  田  丸  公  記

方を追求 し,指導過程の中で効果的に指導することによ

り,た しかな表現力を育てることができる。

○特設授業 (1)「 たのしいきゅう食」2年生 35名

岡部愛子先生の6時間題材の1時間目の発想段階の授

業で,子 どもに給食の時を思い出しやすいように,ビデ

オを使ったり,パ ンなどの具体物を使って動作化させて,

その動きから,発想・構想に結びつけようという意図の

授業で,先生がパンを食べたところで授業が盛り上って 、`一
/

きて,そ の後も指導の組み立てが良かった。

○特設授業 (2)「生活を見つめて」5年生 24名

横山秀幸先生の指導計画8時間題材の3時間目の授業

で,部分スケッチをもとに相互批評 したり,画面構成を

工夫 したりして,主題がはっきりした下絵をかかせるこ

とがねらいであった。電動糸のこで板材を切る友だち

を描かせる題材で,OHPの資料づ くりの工夫や教具に

よって,ど こを見直し,ど う表現すればよいかという,

豊かな発想 。構想への熱意ある指導であった。

○研究協議

司会者 坂口美津雄 (積丹町立 日司小学校教頭 )

助言者 志津 照男 (寿都小学校長 )

記録者 佐藤 聖子 (岩内町立第一中学校 )

松倉金次郎 (京極中学校)

○オ リエ ンテー ション

後教研図工・美術科専門部長 田丸公記 (余市東中)―
京極町教研図工・美術科部長 伊藤信衛 (京極小 )

○研究発表

「人物表現についての実践とパソコンの活用」

福原幸喜 (神恵内中学校 )

「 クロッキー実践・地域素材の教材科」

斉藤信之 (真狩村立御保内小学校 )

○成果の概要

。他町村からのレポー トは,研究発表を含めて7つ あ

り,作品も数多 く持参され,具体的な討議となった。

。「人物を中心とした生活画」に視点をあてた二つの

授業は,子 どもの心情にゆさぶりをかけ,視点を明確に

させながら,段階を登るための一足ひと足を大切にした,

発想・ 構想段階の実践で,成果として残る。



教 育 美 術展 の こと 北海道造形教育連盟 顧問  松  島  輝  男

教育美術展のスター トは,東急百貨店の札幌進出から

始まります。東急が,地元札幌に役立つ文化事業のひと

つとして,子供の美術教室を設けたいが,と いう話があ

り,そ の対応の中で美術展の話が出てきました。

全国大会を数年後に控え,連盟も活発化 していた頃で

す。永年の夢である全道規模の美術展構想 も,会場難 ,

資金難で実現は難 しい。近代美術館 。市民ギャラリー

等,建てる前宣伝は良いけれど,フ タをあけると,利用

規則が,使用料金がで,と てもの事,子供の美術展とし

ては使える状況にはありませんで した。

ヽノ そのときの初代社長三浦守氏 (現東急百貨店の総帥)

が中々の大人物で,美術展にかける夢を熱っぼく語る高

橋委員長,辻局長初め連盟幹部の声に応えて,それでは

と,九階ホール全部を開放 しての開催を約束されました。

商売抜きの大英断というところで しょう。

それまであった,子供道展の発展的解消という背景は

あったものの,連盟としては初めての大事業,そ の責が

事業部長の私に回ってきて大変な事で したが,常任委員

の総力あげての協力で第 1回の幕あけを迎えました。広々

とした会場にお客様を迎えた時の感動は一入で したが,

市内美術団体の方々の羨望の声や「長靴を履いた家族

が観に来て くれた」と北海道 らしい反応に喜んで くれ

た東急の方々の声 も忘れられません。

その後,こ の盛会をみて道新も一枚加えてくれという

ことで,会場は縮小されたものの内容的にすっかり定着

して続いていることは誠に喜ば しいことです。

このことは,美術教室の経営をしっかりやってという

約束があってのこと,美術教室でのきっちとした指導対

応が,一層の信頼関係を確かなものになる事を忘れては

なりません。

東急百貨店の永年にわたるご協力と道新,サ クラクレ

パス関係者の方々のご後援に感謝 し,北海道教育美術展

の一層の充実発展を祈念 して,美術展の草創期の一端を

記 しました。

第 18回北海道教育美術展のご案内

北海道教育美術展は,各地の保育所。幼稚園。ノ
]ヽ学校。中学校の子

ども達の作品を集めた道内最大規模の展覧会で,その作品は全国的

に高く評価されています。これも,日 頃美術教育にとりくまれてい

る道内各地の先生方の熱意のあらわれと思います。

今年度も下記の日程で,第 18回北海道教育美術展を予定してお

ります。子どもの心があふれ,素直で力強い作品が多数集まること

を期待しております。

会 期  平成4年 1月 8日 (水)～ 14日 (火)<予定>

会 場  札幌駅前さつぼろ東急百貨店 11階

表彰式  平成4年 1月 12日 (日 )午後 1時より

札幌駅前さっぽろ東急百貨店 10階

審査日  平成 3年 12月 26日 (木 )。 27日 (金 )

締切日  平成 3年 12月 16日 (月 )

送付先  〒060札幌市中央区宮の森4条 11丁 目4-1

札幌市立三角山小学校内

北海道教育美術展係 宛

*問合せ  札幌市立三角山小学校 熊谷悦代 011-643-1133
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)特 長く
サ クラニューカラーは、水溶性樹 :旨 (ア ク リルエマルジ ョン )配

合の木や布 石 金属 プラスチ ック 発泡スチ ロール と幅広 い対

象 物 に使 用できる新 しいタイプの絵の具です。

コンノ《クトな8色セツトケース (ミシンロ入りのフタですので、切り取つて使うこともできます。)

ツイン8色セット 中字8色セット 水性①顔料①不透明調

マーカー

鍼勒鸞礫瘍綽
みどり  ああ むらさき あか らゃいろ くろ

4本 200円
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150× 95× 49% 430× 82X42%

0いやな臭いがしません。
●紙に書いたとき、裏うつり・にじみがありません。

。書<前に振つたり、プッシュしたりする必要がありません。
●金属・プラスチツク ガラス 本 発泡スチロール|こ も書けます。
●黒い面・色つき面にも発色します。
●耐水性・耐光性にすぐれています。
0空気孔つきキャップ(小キャップ倶」)を採用しています

1   用      途 II
●図画工1乍・造形表現に
●ポスター・グラフ POPの作成に
●学園祭・運動会の看板書きに
●持ち物の名前書きに

(ツイン)単品

鰊

〔中 写〕単品 4本 450円

鬱ヨ1朱式会社サワラワレ,(ス
あ と が き

「子どもの創る喜びをひらく」を研究主題に,第 41回 大会が今開かれています。全道から集まった会員の熱

気でああ、れていることと思います。ここで得 られた稔りが,き っと多くの子ども達の造形活動を豊かにしてく

れることで しょう。そして,北海道教育美術展にも多 くの作品をお寄せ下さるようお願い致 します。

稲賞 順 (八軒西小)植木則子 (桑園小)島 界二 (札苗小)岩間歳仁 (厚別中)毛馬内國夫 (桑園小 )
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