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今年は気温の変化が激しく体調管理に気を使われて

いる方も多いのではないかと思います。夏本番はこれ

からです。暑さにはめっぽう弱い私なので、ただただ

３５度を超す猛暑日が一日でも少なくなることを願っ

ているところです。 

さて、明日から２５日間の夏休みが始まります。夏

休みは、様々な体験ややりたいと思っていたことにじ

っくりと取り組むことができる絶好の機会です。自然

や動植物とのふれ合い、人とのふれ合い、家族とのふ

れ合い、本との出会い、スポーツとの出会いなどを通

して、子どもたちが一回り大きく成長してくれること

を期待しています。 

  その一方で、保護者の目の届かない場所で活動する

機会も増えることから、事故や事件に巻き込まれない

かと心配な日々が続きます。これまで本校では、ご家

庭のご指導により、夏休みや冬休み期間に水の事故、

交通事故などは発生していないと聞いておりますが、

ドキッとしたり、ヒヤリとしたりした場面に遭遇した

ことはあったのではないかと思っています。夏は、開

放感を感じる季節であり、行動しやすい季節でもあり

ます。「自分の命は、自分で守る」ことを今一度、思

い起こして楽しく有意義な夏休みを過ごしてほしいと

願っています。 

  水の事故、交通事故に加え、もう一つご家庭でお子

さんと一緒に話題にしてほしいことがあります。先日

生活部だよりでもお知らせいたしましたが、子どもへ

の声かけ事案、いわゆる不審者への対応です。 

学校では、６月に不審者対策の避難訓練を実施し、

不審者への対応の仕方について全校児童に指導してお

りますが、実際に、そのような場に遭遇したときは、

学習したとおりにはできないことが多く、特に、低学

年の児童については、繰り返し繰り返し指導していく

必要があります。市内では、小中学生や高校生が路上

や公園で、見知らぬ人に後をつけられたり、声をかけ

られたりして、こわい思いをしたということが起きて

います。夏休みの活動が始まる前に、ご家庭において

も話題に取り上げ、お子さんに注意を喚起していただ

きますようお願いいたします。また、夏休み期間でも、

子どもが見知らぬ人に声をかけられた、追いかけられ

たなどという事案が発生した場合は、直ちに警察並び

に学校までご連絡ください。 

夏休み明けには、一段とたくましくなって自信にあふ

れた子どもたちに会えるのを楽しみにしております。 

 

 

7 月１０日（木）～１１日（金）に、5 年生５３名

が宿泊学習に行ってきました。今年度から施設は「ネ

イパル深川」の利用となりました。 

入館式の後、天候の様子を見て「ウォークラリー」

を先に行いました。答えを間違えたところはありまし

たが、シークレットの目標時間にはどのグループもわ

ずかな時間の差でした。 

午後の「エコ箸作り」では、太い竹を一心不乱に削

り出しました。刃物を操る手は最初ぎごちなかったの

ですが、だんだん要領を得て約２時間後には努力の結

晶のＭｙ箸が完成しました。 

体育館で大きなボールを使った「キンボール」とい

うゲームを行い、夕食後は野外で夕べの集い。途中か

らは雨模様でしたが、ファイヤーストームを囲んでフ

ォークダンスや歌などで大変盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

２日目は滝川でカヌー・ボート体験を行いました。

やや風で流されたり、グループで息を合わせて漕ぐの

に苦労したりていましたが、終わって来た子どもたち

はみんな「楽しかった！」といい笑顔でした。 

 

 

 

 

 

 

しおりなどの準備や、集会の進行、施設利用のマナ

ーを通して、自分たちの力でしっかり行事をやり遂げ

ることができたと思います。 

 

 

7 月までの子どもたちの様子や学習について、保護

者一人一人の方との懇談を行いました。限られた時間

内ですが、頑張った事や今後重点的に伸ばしていきた

い点などを詳しくお話できたと思います。また、学校

の取組に対する貴重なご意見も頂きました。ご家庭と

の連携よりを深め、日々の指導に生かしていきます。

【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～ 

 

キャンプファイヤー

は、ちょっと雨に降ら

れましたが進行の係

りも頑張り、みんなも

盛り上がりました。 

６人乗りボートや２人乗りカ

ヌーは、行きたい方に進むのに

最初息を合わせるのがちょっ

と難しかった。指導の先生の厳

しい声も飛んできました。 



 

 

 

 

 

 

 

【校地内の校舎配置等について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仮校舎の中の教室配置について】 

 

 

 

 

＜仮校舎１階＞                        ＜仮校舎２階＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月中旬頃から工事車両の出入りのための樹木整理やプール解体などが始まり、プレハブ仮校舎建設に向け

ての準備段階に入ります。仮校舎には、現在の普通教室（１.２.４.６年）棟と円形校舎にある教室を移していく

ことになります。場所や仮校舎の中など、現時点まで決まったことについてお知らせします。 

①プールより約７ｍグラウンド寄りに 

プレハブの仮校舎を設置します。 

１階のみ管理棟と渡り廊下で結びます。 

物置はグラウンド側に移動します。 

③南レンガ校舎と円形校舎は、２７

年度の途中で、新校舎建設のために

解体します。（７月頃を予定） 

②体育館は既存のものを新校舎に活用。管理棟は新校舎

の完成までプレハブ校舎とともに使います。 

★プール解体や仮校舎設置のため 

プール前～雲梯までの樹木のうち 

何本かを８月に伐採整理します。 

記念樹についての情報は、今日 

現在まで寄せられておりません。 

既設校舎部分 
プレハブ部分 プレハブ部分 

既設校舎部分 

プレハブ仮校は統合に備えて、普通学級１４教室分が配置されます。 

特別支援学級は１階に 4 教室を配置し、多目的教室も活用していきます。 

図書室は視聴覚室に書架を入れ兼用で使います。また、理科室と図工室も兼用となります。 

普通教室は、現在の南レンガ教室と比べてやや広めになっています。 

プレハブ校舎は 11 月から 3 月まで設置・内装等を行い、使用は２７年度 4 月からとなります。 

具体的な学級の配置などについては、今後検討をしていきます。 

→ 

体育館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仮校舎になると、玄関や体育館への通路が１箇所になること、視聴覚室（兼図書室）や音楽室への通路

などが限られることなど、使い勝手の面で不便が予想される部分がありますが、あくまで統合校舎落成

まで利用であるということで、ご理解を頂きたいと思います。 

 

１．江別第一小学校 統合直後の学級編成（現時点の両校の児童数から） 

１年生７２名 ３学級   ２年生７７名 ３学級   ３年生７３名 ２学級 

４年生７２名 ２学級   ５年生７１名 ２学級   ６年生７５名 ２学級 

通常学級の児童数４４０名 １４学級 

特別支援学級１７名＋α  ４～５学級  教員数は２５名程度 

２．通学路について（統合準備委員会） 

統合準備委員会を中心に、現江別小校区からの１２号線を渡るコースについて検討中。 

現三小の通学路は既存の通学路をそのまま使用する見通し。 

（保護者の皆様には市教委からの統合準備委員会で経過をお知らせしています。） 

３．校章・校歌について（統合準備委員会） 

校章は両校児童からのデザイン募集などの手立てを検討中。 

校歌は教育目標などとの関連性も考えられ、引き続き作り方や時期などを検討。 

４．中学校の進学先 

年度内に通学区域審議会で確認される。（源通学区域＋学校選択制をもとに審議） 

５，統合準備委員会 

次回から「江別第一小学校開校準備委員会」として引き続き協議・検討を行う。 

６．新校舎建築について 

現在基本設計（教室配置等）が終了し、実施設計（細かな部分に関わる設計）に入っています。 

・統合に関する取組については、今後両校の職員同士の話し合いを進め、両校児童の交流や、第一小学校

の学校教育目標の設定、学校運営計画づくりや教育課程などについて協議していきます。 

・また、各校の閉校についての事業（記念行事、閉校の集い、閉校記念誌など）についても、あり方や具

体的な計画・進め方などについて今年度内に検討・決定をしていきたいと考えております。 

・統合に関わる江別市の計画等については「広報えべつ」等をご覧下さい。 

＜地域・卒業生の方へのお願い＞ 

【保護者以外の学校（校舎内）見学】 

◆必ず必ず必ず必ず事前のお問い合わせ・申込み事前のお問い合わせ・申込み事前のお問い合わせ・申込み事前のお問い合わせ・申込みをお願いします。（行事等の都合で見学できない日もあります。） 

◆原則的に平日１５：３０以降平日１５：３０以降平日１５：３０以降平日１５：３０以降で、校長・教頭などがご案内します。 

【記念樹・タイムカプセルなどの情報】 

□工事に伴い、かなり大規模の樹木整理や地面の掘削を行います。記念樹やタイムカプセルの埋設記念樹やタイムカプセルの埋設記念樹やタイムカプセルの埋設記念樹やタイムカプセルの埋設につい

てご存じの方がおられましたら、早めに学校にお知らせ頂きますよう引き続きお願いします。 

６月末から７月にかけて、毎週のように市内で

の不審者出没情報が警察等から入ってきていま

す。やや時間が経ったものなどが多いため「生活

部だより」を発行して保護者に情報提供をすると

ともに、子どもたちにもあったことや場所を伝え、

被害の未然防止に努めています。 

もし不審者に出会った場合は、すぐその場を離

れるなど自分の身を守るとともに、そのことをで

きるだけ早く警察や学校にお知らせするようにお

願いします。 

夏休み中は自分の思う通りに過ごせる時間が多いな

ど、生活リズムがどうしても違ってきてしまいます。

学校が始まると、規則正しい生活リズムに身体が慣れ

るまで少し時間が掛かります。 

今年度から、３年生以上の児童に長期休業終了後１

週間「生活リズムチェック表」を使って、起きる時刻、

朝食を食べているか、寝る時刻などを、自分や家の人

と確かめてみる取組を行います。「早寝・早起き・朝

ご飯」の望ましいリズムづくりを心がけ、学校生活を

より有意義にしてもらいたいと思います。 



 

 

夏休みの校外生活のきまりや、安全な過ごし方の指

導を各学級で行いました。すでにいくつかの事故など

が各地で起こっています。折に触れ子どもたちに指導

をしていますが「まさか自分は」と油断する気持ちが

大敵です。また、公園など公共の場所でのトラブルも

心配しています。様々な人が利用することを考え、マ

ナーを守ってもらいたいです。 

ＰＴＡ夏休み巡視活動にたくさんの方から申し込み

を頂きました。巡視した日や場所・様子などを簡単に

書いて夏休み後にご提出頂きますようお願い致します。 

 

 

 

ドリルやプリントを各自持って来て取り組む「夏休

み学習室」を 3 日間、１０時から 1 時間３０分位ず

つ、視聴覚室で行います。先生にわからないところを

質問したりすることもできます。各回の終わり３０分

では、希望する人には「チャレンジテスト」過去問題

プリントなども配って行う予定です。たくさんの子ど

もたちに参加してほしいと思います。なお、学校への

行き帰りは徒歩とします。帰りは寄り道などせずに、

必ず一度帰宅しましょう。 

 

 

出かける日があったりするなど、同じ時間に机に向

かうのが難しい時期でもありますが「決まった時間や

量で見通しをつける」「時間のかかるものは何日ころ

にするか決める」などの点を工夫してはどうでしょう。 

 

①お出かけや少年団の大会参加などで、学習の時間が

とれない日もあると思います。時間は学年×１０分

を目安にしていますが、できる日にややまとまった

時間（短くても３０分くらい）を決め、また「○○

分で宿題○ページ、△△分は漢字練習◇個」など時

間と量の目安を持つと、どこまでで終わりかという

見通しが持てます。終わるまでは集中できるよう、

ＴＶなどは消しましょう。 

②作文や自由研究、工作など、やや時間や手間のかか

るものは「何日あたりにする」ということを決めて

おきましょう。家の人に教えてもらう場合も予定が

きまっていた方が都合がいいと思います。また、１

日で無理に仕上げず２～３日くらいで完成を見越し

ておくと、余裕を持って取り組めます。 

 

宿題・自分で決めた課題・作品づくりなど、やりき

った達成感を次への意欲につなげてもらいたいです。

保護者の方からは、目を通して頂いたり、励みになる

ような感想などを言って頂いたりすることを、ぜひお

願い致します。 

 

 

８月１９日（火）にフェスティバル委員と役員との

合同会議を行い、内容についての案を決めていきます。

それらを２８日（金）の運営委員会で提示して、ＰＴ

Ａ各委員さんからのご意見も頂きながら、具体的な準

備などを進めていきます。今回が最後の三小ＰＴＡフ

ェスとなります。みんなが楽しく、思い出に残るよう

なものにしていきたいと思います。 

 

    

２５２５２５２５    金金金金    夏季休業開始夏季休業開始夏季休業開始夏季休業開始（～（～（～（～8888／／／／18181818））））    

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    

２８２８２８２８    月月月月    夏休夏休夏休夏休みみみみ学習室学習室学習室学習室①①①①    

２９２９２９２９    火火火火    夏休夏休夏休夏休みみみみ学習室学習室学習室学習室②②②②    

３０３０３０３０    水水水水    夏休夏休夏休夏休みみみみ学習室学習室学習室学習室③③③③    

8/48/48/48/4    月月月月    石狩教育研究会教育講演会（市民会館） 

１８１８１８１８    月月月月    転入受付転入受付転入受付転入受付（（（（13131313：：：：30303030～）～）～）～）    

１９１９１９１９    火火火火    

授業開始日授業開始日授業開始日授業開始日    始始始始まりまりまりまり集会集会集会集会    

安全指導安全指導安全指導安全指導（～（～（～（～21212121））））    全員遊全員遊全員遊全員遊びびびび週間週間週間週間    

三小三小三小三小フェスフェスフェスフェス委員委員委員委員・・・・役員合同委員会役員合同委員会役員合同委員会役員合同委員会    

２０２０２０２０    水水水水    
夏休夏休夏休夏休みみみみ作品展作品展作品展作品展（～（～（～（～28282828））））    図書返却図書返却図書返却図書返却((((低低低低・あ・あ・あ・あ))))    

三中職場体験受三中職場体験受三中職場体験受三中職場体験受けけけけ入入入入れれれれ((((～～～～20)20)20)20)    

２１２１２１２１    木木木木    図書返却図書返却図書返却図書返却((((中中中中))))    

２２２２２２２２    金金金金    図書返却図書返却図書返却図書返却((((高高高高))))    放課後学習室放課後学習室放課後学習室放課後学習室⑤⑤⑤⑤    

２４２４２４２４    日日日日    資源回収日資源回収日資源回収日資源回収日    

２５２５２５２５    月月月月    クラブクラブクラブクラブ    教育実習開始教育実習開始教育実習開始教育実習開始((((～～～～9/9)9/9)9/9)9/9)    

２６２６２６２６    火火火火    
あすかふれあいあすかふれあいあすかふれあいあすかふれあい合同合同合同合同レクレクレクレク    

5555 年年年年グリーンスクールグリーンスクールグリーンスクールグリーンスクール    

２７２７２７２７    水水水水    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④④④④    3333----1111 弁天丸弁天丸弁天丸弁天丸乗船体験乗船体験乗船体験乗船体験    

２８２８２８２８    木木木木    

２２２２年食育年食育年食育年食育    3333----2222 弁天丸弁天丸弁天丸弁天丸乗船乗船乗船乗船体験体験体験体験    

5555 年年年年グリーンスクールグリーンスクールグリーンスクールグリーンスクール予備日予備日予備日予備日    

ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会③③③③    

２９２９２９２９    金金金金    放課後学習室放課後学習室放課後学習室放課後学習室    

３０３０３０３０    土土土土    江別土曜江別土曜江別土曜江別土曜ひろばひろばひろばひろば③③③③    

☆８月の心の相談員出勤日は、２１(木)、２５(月)、２８(木)です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○夏休み中に何か連絡やお問い合わせがありましたら、

学校にお電話でお願い致します。 

何か緊急の連絡については、担任へ直接 

お知らせ下さい。(学校：382-2205） 

＜８月の目標＞ 

生活目標 『けじめのある生活をしよう』 
★公共の場(公園など)の利用マナーを守ろう 
○休み中も規則正しい生活をしよう 
○帰宅時間を守ろう(９月までは午後６時) 

保健目標 『夏を健康に過ごそう』 
○暑さに負けないよう体調を整えよう 
○熱中症に気をつけよう（水分補給など） 

給食目標 『江別の食材を知ろう』 
○いろいろな野菜などの、江別産の食材を知ろう 


