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よく遊び、よく学べ 
    

校 長  谷 川 季 文 
 

平成２６年度がスタートしました。４７名の1年生

と２７３名の２～６年生、合計３２０名でのスタート

です。あらためてお子様の新入学・進級おめでとうご

ざいます。かけがえのないお子様一人一人確かにおあ

ずかりしました。この一年間、江別第三小学校３５名

の全職員でお子様の健やかな成長に全力を挙げる所存

です。よろしくお願い申し上げます。 

学校は本来、子どもたちにとって楽しいところ『楽

校』（がっこう）であり、学ぶところ『学校』（がっ

こう）でなければなりません。では、子どもたちが学

校で楽しいと感じるのはどのような時なのでしょうか。

それは友だちと仲良く遊ぶ時です。小学校の時期の遊

びは子どもの人格の完成にとってかけがえのないもの

です。遊びの中で友だちとのコミュニケーションのと

り方、遊びのルールを通して社会性を学びます。つま

り、この時期の遊びは、学びに直結し一人一人の成長

に欠かせない重要なものなのです。一方、学びは元は

学ぶ（まねぶ←まねる）から発生しました。他人の動

作・行動を（まねる）ことが学ぶことです。幼児が親

のしぐさをまねるのと同様に学校では先生や上級生・

友だちから（まねる）ことを通して新しい知識を獲得

していきます。そしてその学びが一番容易にできるの

が遊びからなのです。また、体験活動や実際に見たり

聞いたり、体を使って学習することも新しい知識を得

ることには重要です。昔からよく言われていた「よく

遊び、よく学ぶ」ことはそれぞれ別の事ではなく一体

であり、子どもたちにとって一番大切なことなのです。

この一年間本校の子どもたちが「よく遊び、よく学ぶ」

ことを通して、子どもたちに今求められている「生き

る力」をつけることができるように全職員で全力で取

り組んでまいります。 

一年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

子どもたちが頑張っている様子をぜひご覧下さい。 

また、懇談会とＰＴＡ総会へのご出席もよろしくお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
校 長 谷川 季 文 （としゆき）  【北広島市立西の里小学校より】 

６年ぶりに江別に戻ってきました。歴史と伝統のある
三小が２年後には閉校、江小との統合と聞きました。私
もちょうど２年後には長い教職の場から去ります。この
２年間で子ども達に良い思い出と誇りを、新しい学校に
向けての夢と希望を持てるように教職員一同と頑張りま
す。宜しくお願い致します。 
 
教 諭 岩田 希代子 【恵庭市立島松小学校より】 

この度、恵庭の島松小学校より参りました。江別は３
校目になります。自宅も江別です(自転車通勤するかもし
れません)。愛着のある江別での勤務をうれしく感じてい
ます。いきいき活動する子どもたちに負けず、私もでき
る限りのことを笑顔でやっていきたいと思います。どう
ぞよろしくお願いします。 
 
教 諭 五十嵐 博美  【千歳市立千歳第二小学校より】 

千歳市第二小学校から転任して参りました。江別市で
の勤務は初めてなのでとても楽しみにしています。また、
引継ぎの際に「三小の子どもたちは明るく元気な子ばっ
かりです」と聞き、ますます楽しみになりました。6 年
ぶりの低学年担任にわくわくしています。どうぞよろし
くお願いします。 

 
教 諭 高橋 敬二  【千歳市立北陽小学校より】 

千歳市北陽小学校から転任して参りました。初めての
江別、初めての円形校舎、初めて学校に通う 1 年生の担
任と、初めてづくしの環境にとてもワクワクドキドキし
ています。行事等でいろいろな学年と関わるので、子ど
もの心に何かを残せたらと思っています。どうぞよろし
くお願いします。 

【校 訓】子どもあすかの誓い 
敬 愛・責 任・奉 仕 

【学校教育目標】 
○考える子（知育）     ○がまん強い子（意育） 
○思いやりのある子（情育） ○じょうぶな子（体育） 
２６年度の重点 『楽しく学ぶ第三小学校』 

～やさしさと思いやりあふれる学校めざして～ 

 

校  長 谷川 季文 
教  頭 中野  悟 
１年１組 岩田希代子 
１年２組 高橋 敬二 
２年１組 五十嵐博美 
２年２組 辰巳 正晃 
３年１組 石原 寿一 
３年２組 寺元 麻美 
４年１組 大浦美保子 
４年２組 青木 啓洋 
５年１組 山口 広宣 
５年２組 弥勒院宣明 
６年１組 前田 和寛 
６年２組 鳴海 仁美 
あすか学級 阿部 康子 
あすか学級 小林 智子 
あすか学級 長坂 貴朗 
あすか学級 武藤 幹太 

 
あすか学級 山口 崇志 
あすか学級 橫田ひとみ 
担 任 外 中井 央子 
ＴＴ少人数 杉原 將貴 
養護教諭 山口まゆみ 
栄養教諭 髭右近敦子 
事務職員 加藤  昇 
施設業務員 瀧澤 俊幸 
事務業務員 木村 和代 
生活介助員 菊池 明美 
生活介助員 樺島 直子 
特支補助員 半澤 裕子 
心の相談員 澤田眞由美 
サポート教員 辻  麻紀 

ＡＬＴ  Webb Matthew 
給食配膳員 加賀 明子 
給食配膳員 的場 幸子 

 

□授業公開 8:35～  9:20 

□学級懇談 9:30～10:30 

□ＰＴＡ総会10:40～（視聴覚室） 



 
教 諭 青木 啓洋 （よしひろ）  【千歳市立高台小学校より】 

千歳高台小学校から異動してきました。第三小学校の
名物「円形の校舎」で子どもたちと勉強できることを楽
しみにしておりました。保護者の皆様には様々な場面で
支援していただくことになるかと思います。どうぞよろ
しくお願いします。 
 
教 諭 辰巳 正晃  【新篠津村立新篠津小学校より】 

この度、新篠津小学校より参りました。第三小学校は
私の父の出身校なので以前から愛着があり、この学校で
勤務できることをうれしく思っています。元気な子ども
達に負けないように、自分も頑張っていきたいと思いま
す。保護者の皆様には、いろいろお世話になるかと思い
ますが、どうぞよろしくお願いします。 
 
教 諭 山口 広宣  【千歳市立北陽小学校より】 

このたび、千歳市立北陽小学校から赴任してきました。
江別の小学校勤務は初めてなので、ドキドキしています。
趣味は、温泉めぐりとモータースポーツ観戦です。子ど
もたちとたくさん遊び、共に学び合い、たくさんの思い
出を作っていきたいです。どうぞよろしくお願いします。 
 
期限付教諭 山口 崇志  【大麻小学校より】 

市内の大麻小学校より参りました。かねてから三小の
子どもたちは元気で明るく、遊ぶことが大好きと聞いて
おります。私もそんな子どもたちに負けないよう明るく
元気に、そしてパワフルに頑張りたいと思います。保護
者の皆様には、様々な場面でお世話になるかと思います
が、どうぞよろしくお願い致します。 
 
生活介助員 樺島 直子  【東野幌小学校より】 

この度の異動で、東野幌小から来ました。私は第三小
学校の卒業生です。歴史と伝統のある素晴らしい母校に
勤務できることをとても嬉しく思っています。 

どうぞよろしくお願いします。 
 

事務業務員 木村 和代  【江別小学校より】 
はじめまして。隣の江別小学校から参りました。江別

らしいレンガ校舎に２校も続けて勤務出来るなんて！大
変うれしく思っています。趣味はヘタな手芸と（漢字は
ちょっと苦手ですが）読書です。どちらも老眼で辛くな
ってきましたが大好きです。三小に早く慣れてがんばり
たいです。よろしくお願いします。 

 

なお、給食配膳員の後任として的場幸子さんが赴任

しました。 

 

 

 

 

算数の力の一層の向上を図るために、今年度も３年

生以上で複数の教師によるＴ.Ｔと少人数指導を行い

ます。担当の杉原先生が主に入り、中井先生や教頭先

生なども協力します。子どもたち一人一人の理解や定

着の様子を細やかに見とり、基礎・基本事項を確実に

定着するとともに、考えたり表現したりする力などを

高めていけるよう、取り組んでいきます。 

 

 

 

6 年生を対象に、４月２２日（火）に実施します。

国語・算数においての基礎・基本的事項の定着や習っ

たことを活用して問題を解く力の調査と、児童への質

問による学習・生活への意識などの調査です。一人一

人や全体の結果をもとに、意欲をもって学ぶための支

援や、授業改善など学校の学力向上に役立ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

６６６６    日日日日    
着任式着任式着任式着任式・・・・始業式始業式始業式始業式・・・・入学式入学式入学式入学式    
春春春春のののの挨拶挨拶挨拶挨拶・・・・声声声声かけかけかけかけ運動運動運動運動（～（～（～（～9999 日日日日））））    

７７７７    月月月月    振替休業日振替休業日振替休業日振替休業日    
８８８８    火火火火    安全指導安全指導安全指導安全指導((((～～～～10101010 日日日日))))    読書指導週間読書指導週間読書指導週間読書指導週間((((～～～～11111111 日日日日))))    

９９９９    水水水水    5555 年知能年知能年知能年知能テストテストテストテスト    

１０１０１０１０    木木木木    
行事日課行事日課行事日課行事日課    三計測三計測三計測三計測((((2222,,,,4444,,,,6666 年年年年))))    
児童委員会児童委員会児童委員会児童委員会    

１１１１１１１１    金金金金    三計測三計測三計測三計測((((ああああ,1,3,5,1,3,5,1,3,5,1,3,5 年年年年))))    
１２１２１２１２    土土土土    全校参観日全校参観日全校参観日全校参観日(1(1(1(1 校時校時校時校時))))    PTAPTAPTAPTA 総会総会総会総会    
１１１１４４４４    月月月月    振替休業日振替休業日振替休業日振替休業日    
１１１１５５５５    火火火火    図書貸出開始図書貸出開始図書貸出開始図書貸出開始    
１１１１６６６６    水水水水    3,53,53,53,5 年学力年学力年学力年学力テストテストテストテスト    

１７１７１７１７    木木木木    
行事日課行事日課行事日課行事日課    1111 年生給食開始年生給食開始年生給食開始年生給食開始    
学級写真学級写真学級写真学級写真    児童委員会児童委員会児童委員会児童委員会    

１８１８１８１８    金金金金    午前授業午前授業午前授業午前授業    聴力検査聴力検査聴力検査聴力検査((((1111,,,,2222 年年年年))))    
２１２１２１２１    月月月月    聴力検査聴力検査聴力検査聴力検査((((ああああ,3,5,3,5,3,5,3,5 年年年年))))    全員遊全員遊全員遊全員遊びびびび週間週間週間週間    

２２２２２２２２    火火火火    
6666 年全国学力年全国学力年全国学力年全国学力・・・・学習状況調査学習状況調査学習状況調査学習状況調査    
視力検査視力検査視力検査視力検査(1,2(1,2(1,2(1,2 年年年年))))    

２２２２３３３３    水水水水    
行事日課行事日課行事日課行事日課    午前授業午前授業午前授業午前授業    家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問①①①①    
視力検査視力検査視力検査視力検査(3,4(3,4(3,4(3,4 年年年年))))    

２２２２４４４４    木木木木    
行事日課行事日課行事日課行事日課    午前授業午前授業午前授業午前授業    家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問②②②②    
全校朝会全校朝会全校朝会全校朝会    1111 年食育年食育年食育年食育    

２２２２５５５５    金金金金    
行事日課行事日課行事日課行事日課    視力検査視力検査視力検査視力検査((((ああああ,5,6,5,6,5,6,5,6 年年年年))))    
クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動        

２７２７２７２７    日日日日    資源回収日資源回収日資源回収日資源回収日    
２２２２８８８８    月月月月    行事日課行事日課行事日課行事日課    午前授業午前授業午前授業午前授業    家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問③③③③    
２２２２９９９９    火火火火    昭和昭和昭和昭和のののの日日日日    

３０３０３０３０    火火火火    
行事日課行事日課行事日課行事日課    午前授業午前授業午前授業午前授業    家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問④④④④    
2222 年食育年食育年食育年食育    

 ＜４月の目標＞ 

生活目標『明るく元気にあいさつをしよう』 
○自分から進んであいさつしよう 

保健目標『自分の体について知ろう』 
○身体測定で自分の体の成長を確かめよう 

給食目標『準備と後片付けをきちんとしよう』 
○配膳や後始末のしかたを確かめよう 

◆全家庭に記入・提出して頂くプリントを配布し
ました。(家庭環境調査、緊急時お迎え児童引き渡しカード、担任提出
用紙、ＰＴＡ委員選出のご協力お願い) 
〆切は全て 4 月９日（水）です。お手数をお掛けし
ますが期日までの提出をお願いします。 

◆今年度も毎月第４日曜日に資源回収日を行う予
定です。地域には回収予定日一覧を回覧します。 
ご協力をお願いします。 


