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「やさしさと思いやり」をキーワードに 
    

校 長  松 井 明 生 

 

この度、千歳市立日の出小学校から校長として赴任

して参りました松井明生と申します。４月上旬より谷

川校長が体調不良で入院することになり、年度途中で

したが、５月１６日付で人事異動があり、過日着任し

ました。どうぞよろしくお願い致します。つきまして

は、谷川校長の早期回復をお祈りするとともに、保護

者、地域の皆様には、何卒このような経緯をご理解い

ただき、今後とも三小の教育活動にご支援、ご協力を

賜りますよう、よろしくお願い致します。 

 

最初に自己紹介をさせてください。私は、江別市の

隣町である当別町で生まれました。大学での専攻は教

育心理学で、教科は保健体育（特にバレーボール競技）

が専門です。石狩管内での教員生活は２９年目で、そ

のうち１５年間が江別市民でしたので、江別は第二の

ふるさとだと思っています。江別では、隣接する校区

の中央小学校といずみ野小学校に勤務していましたの

で、もしかしたら、保護者や地域の方々の中にも、知

り合いの方がいらっしゃるかもしれません。どうぞお

気軽に声をかけてください。 

さて、５月参観日の折に、各学年とあすか学級の懇

談会におじゃまをし、着任のご挨拶をさせていただき

ました。私が大切にしたいのは、今年度の本校の重点

でキーワードとしている「やさしさと思いやり」です。

どんな人でも、心からやさしく誠意を持って接するこ

とで、必ずや心を開いてくれると思います。逆に、少

しでも偏見や差別感をもって人と接すると、絶対に心

を開いてもらうことはできません。とてもシンプルな

ことですが、この姿勢が誰からも信頼され、愛される

ための基本中の基本であると考えます。 

そのためには、笑顔、言葉づかい、相手を思いやり

気遣う心や態度が大切だと、子どもたちに伝えました。

第三小学校がやさしさと思いやりあふれる学校になる

ことをめざして「チーム三小」全職員で頑張っていき

ますので、応援をどうぞよろしくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２０日（火）～２３日（金）の参観日には沢山

ご来校頂きありがとうございました。子どもたちが真

剣に学習する姿をご覧頂き、懇談会では学年・学級の

指導などについてお伝えすることができました。 

この後は、９月と２月に参観日が予定されています。 

 

 

 

地域や他校区の保護者の方などに、日常の学習活動

を見て頂く趣旨で、6 月と 10 月に行っております。 

様々な活動を見て頂きたいということで、教科授業

の他に、喫煙防止教室や歯磨き指導教室なども予定し

ています。5 時間のうちのどの授業でも参観できます。 

安全対策の面から、三小保護者の方はＰＴＡプレー

トをご持参下さい。地域の方な 

どには来校者プレートの着用を 

玄関でお願いします。また、参 

観者名簿とアンケートの記入に 

ご協力をお願いします。 

 

 

江別市教育委員会では、学力向上や授業の支援を図

るため、地域の方でボランティアとしてお手伝いを頂

く事業を、23 年度から地区を拡大しながら進めてき

ました。今年度から地区の全校を対象に取り組みます。

地域には、別紙チラシで詳しくお知らせをしています。 

【第三小で 支援・補助を希望していること】 

・家庭科でのミシン指導（10 月,2 月） 

・スキー指導補助（１,２月 グラウンド又は三笠スキー場） 

・昔遊び指導（11 月,12 月） 

20 歳以上の方で、学校支援活動にご協力を頂ける

方は江別市教育委員会へ電話でご連絡下さい。保護者

の方も歓迎致します。 

連絡先：学校教育課 学校地域支援本部事務局 (381-1058) 

 

 

 

 

 

 

【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～ 

 

6 月 2 日(月)から特別時間割となり、練習や準備も本格的になってきます。 
当日の子どもたちの活躍を、ぜひご覧下さい。 

 【駐車場についてのお願い】 
14 日（土）と 15 日（日）は、飛鳥山公園でスポーツイベントがいくつか開催

されるため、運動会でご来校の方は青年センター駐車場を使うことができません。ま
た、グラウンド横の保健センター第２駐車場は、業務の妨げとなりますので、絶
対に駐車しないようお願いします。 

三小ラストランまで 

あと 2 回 



 

今年度も、年間１０回を予定しています。 

自分でやろうと思う勉強をしたり、先生に教えても

らいながら不十分な点の復習をしたりするなどを３０

分程度行います。問題が解けるようになったり、より

難しい問題にチャレンジしたりすることを通して、自

ら学ぼうとする気持ちを高めていきたいと思います。 

 

 

今年度も「花あそび」「茶道」「絵」の３つの講座

を７月から開講し、9 回行います。授業では学ぶこと

の少ない伝統文化などについて、体験しながら楽しく

学ぶことができます。申込みは 6 月 20 日までです。 

また、参加するお子さんの保護者の方で、講座の始

めや終わりのお手伝いして頂く方も募集しております。 

 

 

 

 

学年始まって 2 ヶ月が過ぎ、新たなことを次々学ん

でいく段階になりました。練習や宿題などで定着に努

めていますが、家庭学習で積み上げをより確かにして

ほしいです。時間の目安である、学年×10 分を毎日

続けていくことは決してたやすいことではありません。

まずは、勉強に向かう条件を見直してほしいです。 

①きめた時刻に、きめた場所で 

②する時間に見合う、内容や量で 

③する時は、ＴＶを消すなど集中しやすく 

「やる気」の源は頑張りを認めてあげることです。

その手立てのひとつが、全校統一での「学習頑張り表」

です。サインやハンコ・コメントなど、お手数をおか

けしますが、「今日も頑張ったね」など、お子さんの心

に届く言葉がけもお願いします。 

 

学習では「書くこと」が重要で、考えながら手を動

かすことで脳が活性化します。学校では、「見やすい

ノート作り」を重点に指導しています。初めはあま

り上手でなくても、「そろえて書く」「文字などを丁寧

に書く」「余白を意識して書く」などができるようにな

れば、学んだ内容も整理され頭に入っていきます。時々、

お子さんのノートを見て頂き、「○○が上手になった

ね」とよい点を見つけ、ほめてあげて頂きたいです。 

 

 

 

学校では、家庭環境調べや健康カードなどで、食物

アレルギーの有無などについて把握をしております。 

このたび、江別市の取組として「学校生活管理指導

表」で対応の充実を図っていくことになりました。対

象の児童保護者の皆様に配布し、希望者からご提出を

頂くことになっております。 

 

校区や近くでの不審者出没時の巡視や、一斉活動

日巡視のご協力を頂くために、ＰＴＡの方に登録を

お願いしています。パトロールは、できる時に参加

して頂くだけでも構いません。募集は随時しており

ます。よろしくお願いします。 

    

２２２２    月月月月    
運動会特別時間割開始運動会特別時間割開始運動会特別時間割開始運動会特別時間割開始    

安全指導日安全指導日安全指導日安全指導日    ((((運運運運))))実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

４４４４    水水水水    尿尿尿尿ぎょうぎょうぎょうぎょう虫卵二次検査虫卵二次検査虫卵二次検査虫卵二次検査    

５５５５    木木木木    ((((運運運運))))全体練習全体練習全体練習全体練習    

６６６６    金金金金    ((((運運運運))))全校種目全校種目全校種目全校種目練習練習練習練習    

７７７７    土土土土    体育館土曜開放体育館土曜開放体育館土曜開放体育館土曜開放    

９９９９    月月月月    火曜日課火曜日課火曜日課火曜日課    ((((運運運運))))全体練習全体練習全体練習全体練習・・・・実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

１０１０１０１０    火火火火    月曜日課月曜日課月曜日課月曜日課    ((((運運運運))))実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

１１１１１１１１    水水水水    運動会総練習運動会総練習運動会総練習運動会総練習    

１１１１３３３３    金金金金    
５５５５時間授業時間授業時間授業時間授業    前日準備前日準備前日準備前日準備    ((((運運運運))))実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

自由席取自由席取自由席取自由席取りりりり    

１１１１４４４４    土土土土    第第第第８５８５８５８５回回回回    運動会運動会運動会運動会    

１６１６１６１６    月月月月    振替休業日振替休業日振替休業日振替休業日    

１１１１７７７７    火火火火    
行事行事行事行事日課日課日課日課    ３３３３年耳鼻科検診年耳鼻科検診年耳鼻科検診年耳鼻科検診    

あすかパトロールあすかパトロールあすかパトロールあすかパトロール活動日活動日活動日活動日①①①①    

１８１８１８１８    水水水水    
木曜日課木曜日課木曜日課木曜日課    全校朝会全校朝会全校朝会全校朝会    4444 年食育年食育年食育年食育    

6666 年年年年ｷﾀﾗﾌｧｰｽﾄｷﾀﾗﾌｧｰｽﾄｷﾀﾗﾌｧｰｽﾄｷﾀﾗﾌｧｰｽﾄｺﾝｻｰﾄｺﾝｻｰﾄｺﾝｻｰﾄｺﾝｻｰﾄ    読書週間読書週間読書週間読書週間((((～～～～30)30)30)30)    

１９１９１９１９    木木木木    水曜日課水曜日課水曜日課水曜日課    1.2.31.2.31.2.31.2.3 年歯科検診年歯科検診年歯科検診年歯科検診    

２０２０２０２０    金金金金    ああああ.4.5.6.4.5.6.4.5.6.4.5.6 年歯科検診年歯科検診年歯科検診年歯科検診    放課後学習放課後学習放課後学習放課後学習室室室室    

２２２２２２２２    日日日日    資源回収日資源回収日資源回収日資源回収日    

２２２２３３３３    月月月月    

自由参観日自由参観日自由参観日自由参観日((((市内一斉公開日市内一斉公開日市内一斉公開日市内一斉公開日))))    

5555 年喫煙防止教室年喫煙防止教室年喫煙防止教室年喫煙防止教室    1111 年歯磨年歯磨年歯磨年歯磨きききき指導教室指導教室指導教室指導教室    

児童委員会児童委員会児童委員会児童委員会    ((((運運運運))))実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

6666 年修学旅行説明会年修学旅行説明会年修学旅行説明会年修学旅行説明会    

２２２２４４４４    火火火火    6666 年総合出前授業年総合出前授業年総合出前授業年総合出前授業    

２５２５２５２５    水水水水    
5555 年年年年ｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙ    6666 年年年年ﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙ清掃清掃清掃清掃    

PTAPTAPTAPTA 研修委員会講座研修委員会講座研修委員会講座研修委員会講座    PTAPTAPTAPTA 昼食昼食昼食昼食交流交流交流交流会会会会    

２６２６２６２６    木木木木    
不審者侵入避難訓練不審者侵入避難訓練不審者侵入避難訓練不審者侵入避難訓練    放課後学習室放課後学習室放課後学習室放課後学習室    

4,54,54,54,5 年生年生年生年生リザーブリザーブリザーブリザーブ給食給食給食給食    

２２２２７７７７    金金金金    
4,54,54,54,5 年生年生年生年生 5555 時間時間時間時間    PTAPTAPTAPTA 春春春春のののの奉仕作業奉仕作業奉仕作業奉仕作業    

5555 年食育年食育年食育年食育        教育諸費振替日教育諸費振替日教育諸費振替日教育諸費振替日        5555 年年年年ｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙ予備日予備日予備日予備日    

３０３０３０３０    月月月月    
プールプールプールプール開開開開きききき    クラブクラブクラブクラブ    

草取草取草取草取りりりり週間週間週間週間    5555 年年年年ｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝｽｸｰﾙ予備日予備日予備日予備日    

☆ ６月 心の相談員の出勤日は、５(木)、９(月) 

１４(土)、１９(木)、２３(月)、２６(木)、３０(月)です。 

 

 
＜６月の目標＞ 

生活目標 『運動会を成功させよう』 
○力を合わせて、行事をつくりあげよう 

保健目標 『じょうぶな体をつくろう』 
○早寝・早起き・朝ごはんと、よく運動をしよう 

給食目標 『よくかんで食べよう』 
○味わいながら、ゆっくりかんで食べよう 


