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危機管理意識を高めて後期の教育活動へ危機管理意識を高めて後期の教育活動へ危機管理意識を高めて後期の教育活動へ危機管理意識を高めて後期の教育活動へ 
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空気が澄みきり青空が高く感じられる季節となりま

した。何をするにも最適な季節ですが、北海道の秋は

足早に通り過ぎてしまうので、思いついたら行動に移

さないと「また来年」ということになってしまうかも

知れません。そんな思いを何度も繰り返してきたよう

に思います。活動をするには最適な季節ですが、お彼

岸がすぎると「秋の日はつるべ落とし」といわれるよ

うに、日没が早くなり薄暮の時間が長くなります。こ

の薄暮の時間は、車を運転される方ならだれもが経験

していることですが、ライトをつけてもさほどの効果

もなく、とても見にくい時間帯です。交通事故の危険

性が増す季節でもありますので、学校の指導とともに、

ご家庭でもお子さんの外出時には一声かけてください。 

さて、去る９月１１日に起きた短時間での集中的な

豪雨は、北海道で初めて「大雨特別警報」が発令され

るほどの凄まじいものでした。そのため、石狩管内の

小中学校全てが臨時休校措置になりました。その後、

天候が回復しましたが、安堵の息も吐かぬ間に市内の

広範囲で断水となる二次災害が発生しました。そのた

め、給食センターが稼働できず、１２日は給食供給な

しでの午前授業となりました。保護者の皆様には、２

日間に渡り、緊急な対応にご協力いただき感謝申し上

げます。 

第三小学校では１２日の児童トイレ用の水を確保す

るために、１１日夕方からバケツへの水のくみ置き作

業に追われました。当日は、思いのほか水の使用量が

多く、貯水槽から水をくみ出すことでどうにか対応が

できました。今回の経験から、あらためてライフライ

ンの大切さを実感したとともに、断水時にはどのよう

な対応が必要なのかを学ぶことができました。今後の

危機管理に役立てていきたいと考えております。 

また、１０月９日の前期終了時には、「お迎え避難

訓練」を実施します。緊急時（地震などの災害や学校

近隣で犯罪などが起きた際）に、全校児童を学校で待

機させ、安全・確実に保護者の方に引き渡すことを想

定して行います。保護者の皆様には、たいへんお忙し

い中とは存じますが、「備えあれば憂い無し」です。

訓練のご理解とご協力をお願いいたします。 

１０月１４日から後期が始まります。前期と同様、

つねに危機管理意識をもちながら、教職員一同、後期

の教育活動充実に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「秋の交通安全 

運動」に合わせて 

通学路の交差点で 

登校時に交通安全 

指導と「おはようございます」のあいさつ声かけを自

治会やＰＴＡの方にご協力を頂き実施しました。 

地域に笑顔とさわやかなあいさつがあふれ、子ども

たちが安全安心に過ごせる事が何より大切だと思いま

す。今後も、学校と地域・保護者の連携をいっそう進

めていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

夏休みに取り組んだ作品などの中から展覧会に出品

した作品が、以下の各賞を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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～ 

 

【市内創意工夫展覧会】 
創意工夫部門 銅 賞 

６年生「ペットボトル掃除機」 

【ＭＯＡ美術展】 
 
＜絵画の部＞ 
教育長賞  ３年生 
文化協会賞 １年生 
金  賞  １年生 1 名 
銀  賞  １，２，３，５年生 各 1 名 
銅  賞  ２年生 4 名、5 年生 1 名 
 
＜書写の部＞ 
ＭＯＡ美術館奨励賞 ６年生 
商工会議所賞    2 年生 
銅  賞      ３年生 1 名 

 

 



 

 

 

ニュース等でご存じと思いますが、小学生が放課後

行方不明になり、大変悲しいこととなってしまった事

件がありました。もう二度と同じような事件が起こっ

てほしくありません。 

凶悪事件発生など、集団下校でも危険を回避できな

いことを想定した「お迎え避難訓練」を今年度も前期

終業式１０月９日（木）の５時間目に実施します。 

２００人以上の方がお迎えに来ることになりますが、

スムーズに実施できるよう、ご協力をよろしくお願い

します。 

 

＜各家庭へのお願い＞ 

○お子さんには、迎えに来られる方をお子さんに確実に

知らせておいて下さい。なお、訓練のねらいから他の

家庭のお子さんを連れての下校はできません。 

○工事の関係で駐車スペースが大変少ないため、お迎

えには、できるだけ徒歩で来校頂くようお願いします。 

○急な都合などでお迎えが１時間以上遅くなる場合には､

学校へご連絡をお願いします。 

★やむを得ず車でお迎えに来る場合は以下のように

なります。グラウンドの駐車可能なスペースはか

なり狭いので、誘導係の職員の指示に従うようお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月２９日（土）に向け、フェスティバル委員と

役員で内容や計画などを相談しているところです。 

次年度は、仮校舎の引っ越し、閉校、統合の関係な

どがあり、ＰＴＡ三小フェスティバルは今年度で最後

の開催となります。親子でいっそう楽しめ思い出に残

るひとときになるよう、様々な工夫をしていきたいと

思います。具体的な内容については決まり次第、フェ

スＮＥＷＳなどでお知らせをしていきます。 

ラストにふさわしい盛り上がりとなるよう、PTA 会

員の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

地域の方が学校の様子を見て頂いたり保護者が他校

の参観ができる、今年度２回目の一斉公開日です。当

日の午前・午後のどの授業も参観が可能です。 

来校された方は、玄関で受付 

をして、来校証をお渡しします。 

保護者の方は PTA プレートの 

着用をお願いします。 

 

＜公開日当日に実施の学習から＞ 

☆１，２，３年生 人権教室〔２～４時間目 視聴覚室〕 

江別市人権擁護委員の方々に来て頂き、学年 

ごとの「人権教室」を今年度も行います。いじめ 

のない互いの関係づくりや、思いやりの気持ちの 

大切さなどについて考えます。 

☆５，６年生 携帯安全教室〔５時間目 体育館〕 

携帯電話を安全に利用していくために、絶対に 

知っていてもらいたい知識やマナー、トラブルに 

巻き込まれないために気を付けることなどについ 

て、外部講師の方からいろいろ教えて頂きます。 

最近はゲーム機も端末の一部になる機能を持っ 

ています。持たせる・使わせる時に気を付けるこ 

とについて知って頂けるよう、５時間目終了後の 

１４時２０分頃から３０分程度、保護者向けのモ 

バイル利用安全講座を行います。どの学年の保護 

者の方でも参加できます。ぜひ沢山の方に参加し 

て頂きたいと思います。 

 

 

 

 

江別市では今年度、北海道教 

育委員会指定の「体力向上先導 

的事業」を実施し、その一環と 

して「体力手帳」を市内の全小 

中学生に配布します。一人ずつ 

の体力や健康、運動や生活習慣 

についての記録などを記入し、 

学校と保護者の方が連携して、体力向上や生活の仕方

について考えたり改善したりするのに活用していくも

のです。体力テストの結果など個人情報を記入するこ

とから学校で保管・管理しますが、年数回持ち帰って、

ご家庭で話し合って書いて頂く機会を持つ予定です。 

 

「体力手帳」の内容は、北海道教育委員会のＨＰで

も公開しております。 

              ＰＤＦファイルで 

              ご覧頂けます。 

 

徒歩徒歩徒歩徒歩    

車両車両車両車両はグラウンドにはグラウンドにはグラウンドにはグラウンドに    
左折左折左折左折でででで出入出入出入出入りりりりしてしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

※※※※校舎前校舎前校舎前校舎前やややや郷土資料館郷土資料館郷土資料館郷土資料館駐車場駐車場駐車場駐車場へのへのへのへの駐車駐車駐車駐車ははははできませんできませんできませんできません。。。。    

体力手帳 検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２日（火）から解体に向けて工事が始まりました。 

まず、校門横からグラウンドにかけて樹木４０本ほどを

伐採し、まわりを安全のために囲いました。 

中旬過ぎから、重機２台でプール本体の本格的な解体作

業が行われました。日に日に解体される様子は、職員室前

や視聴覚室前の廊下の窓からよく見え、先生方も子どもた

ちも「いよいよ始まったんだなあ」感じています。 

解体作業と廃材撤去は、９月中にほぼ終了しました。 

子どもたちの校舎とグラウンドの行き来は

歩道を通ることになりました。校地内から出て

移動することから、体育の時間は必ず先生

が引率しています。大休みや昼休みは担任

外の教師がつきます。また、工事車両が出

入りする際は必ず誘導員がついて安全の確保

を行います。 

＜駐車場についてのお願い＞ 

プール前の駐車スペースがほとんどないこ

とから職員の駐車場が足りず、郷土資料館の

駐車場の一部を使わせて頂いているところで

す。学校行事や昼間に会議等で来客がある場

合などは、資料館にその都度お願いをしてい

ますが、むやみに駐車をすると資料館の業務

にも支障があります。一時的な駐車は体育館

の駐車場などをお使い下さい。保護者の皆様

が参観などでご来校の際は、できるだけ

徒歩で来て頂きますよう重ねてお願い申

し上げます。 

１０月は仮校舎設置の基礎工事を行います。プール跡

の埋め戻しや土台のくい打ちなど、さらに大がかりな工

事となります。１１月からはいよいよ仮設校舎本体の工

事に入り、フェンスを図の点線のところまで広げ、冬季

間を通し３月末日までに仮設校舎の設置と校舎との接続

部分の工事を行います。 

仮校舎への引っ越しは４月に入ってからになり、２７

年度は、全学級が仮校舎の教室でのスタートとなります。 

課業時間中に子ど

もたちがグラウン

ドに行き来する時

は、必ず教師がつき

ます 

教室の円形校舎とレンガ校舎は、仮校舎を使い始めた

後に解体をすることになります。計画当初では平成２７

年７月頃を予定していましたが、少しでも早く統合校舎

を建設していくために、より早い時期（最短で平成２７

年４月）から解体を始める可能性もあるとのことです。 

円形校舎やレンガ校舎は、第三小学校のシンボルです。

次年度の閉校に関する行事を現在検討していますが、今

の校舎がなくなる時が大きな節目であると思います。 

校舎解体について具体的な時期がはっきりしました

ら、保護者や地域の皆様にあらためてお知らせを致しま

す。 

８月末までに、何件か校舎見学の来校がありま

した。希望される卒業生などの方は、必ず事前に

お問い合わせ・お申し込みをお願いします。 
・原則的に平日授業後の 15:30～18:00 

（但し、会議の関係で水曜日以外） 
行事等の都合で見学できない日もあります。 
見学の際は、校長・教頭など職員がご案内します。 

・新校舎設計への両校教職員の意見をとりまと

め、教育委員会を通じて市に伝えました。 

・統合業務や第一小学校の教育計画づくりなど

について、江別小と協議を進めています。 

・両校児童の交流について、学年ごとに相談し

て計画を立て、実施していきます。 



 

学校では年２回、各学年の食育学習で食のマナーや

健康・成長などについて学んでいます。また、西玄関

廊下に楽しく学べる資料を掲示して、子どもたちが食

についての興味を高める取組も行っています。 

９月には、学年ＰＴＡ給食試食会に参加した保護者

の方に「成長期の体づくりに大切な栄養素」などにつ

いて、栄養教諭の先生からお話しをしました。 

健やかな心と体の成長には、正しい食生活が大切で

す。これからも食育の充実を進めていきたいと思いま

す。毎月の給食だよりにも食と健康などについての情

報が載っていますので、ぜひご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国語の結果から】 

「聞く・話す」「書く」「読む」「言語の知識理解

技能」の全領域で力が充分発揮できました。漢字の書

き取りでは、やや課題が見られた設問がありました。

様々な文章の内容を正確にとらえ、疑問や感想などを

記述する力をより高めていきたいです。 

【算数の結果から】 

国語と同様に、どの領域もバランス良く力が発揮さ

れています。２つの数量を比較したり判断の理由を記

述したりして答える力を高めていく必要があります。 

【児童質問紙の結果から】 

話し合いや自分の考えを発表する活動に慣れ、やり

方が身についている様子がわかりました。家庭学習に

１日１時間以上取り組む児童が７割以上いて、学習習

慣の定着も進んでいます。国語の学習への興味関心を

より高めていくことなどが課題です。 

 

今後結果の詳しい分析を行い、後日保護者の皆様に

お知らせして参ります。学校では、子どもたちの成就

感などを高める励ましや、授業改善を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

１１１１    水水水水    安全指導日安全指導日安全指導日安全指導日    児童委員会児童委員会児童委員会児童委員会    

２２２２    木木木木    2222 年生活科体験学習年生活科体験学習年生活科体験学習年生活科体験学習    ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡフェスフェスフェスフェス委員会委員会委員会委員会    

３３３３    金金金金    
１１１１年生江別小年生江別小年生江別小年生江別小とのとのとのとの交流交流交流交流    

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    

４４４４    土土土土    土曜広場土曜広場土曜広場土曜広場    体育館開放体育館開放体育館開放体育館開放    

６６６６    月月月月    クラブクラブクラブクラブ((((反省反省反省反省))))    あすかあすかあすかあすか陶芸体験陶芸体験陶芸体験陶芸体験    

７７７７    火火火火    百人一首個人戦大会百人一首個人戦大会百人一首個人戦大会百人一首個人戦大会    クラブクラブクラブクラブ発表週間発表週間発表週間発表週間（～（～（～（～１３１３１３１３日日日日））））    

９９９９    木木木木    前期終業式前期終業式前期終業式前期終業式    ５５５５時間授業時間授業時間授業時間授業    おおおお迎迎迎迎ええええ避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    

１０１０１０１０    金金金金    秋期休業秋期休業秋期休業秋期休業((((～～～～13131313 日日日日))))    

１１１１１１１１    土土土土    体育館体育館体育館体育館土曜開放土曜開放土曜開放土曜開放    

１３１３１３１３    月月月月    体育体育体育体育のののの日日日日    

１４１４１４１４    火火火火    後期始業式後期始業式後期始業式後期始業式    全校朝会全校朝会全校朝会全校朝会((((任命式任命式任命式任命式))))    

１５１５１５１５    水水水水    ３３３３年生出前授業年生出前授業年生出前授業年生出前授業    シェイクアウトシェイクアウトシェイクアウトシェイクアウト訓練訓練訓練訓練    

１６１６１６１６    木木木木    放課後学習室放課後学習室放課後学習室放課後学習室    

１７１７１７１７    金金金金    
休業休業休業休業日日日日((((管内一斉研究協議会管内一斉研究協議会管内一斉研究協議会管内一斉研究協議会))))    

あすかあすかあすかあすか学級公開授業学級公開授業学級公開授業学級公開授業((((１１１１時間時間時間時間))))    

１８１８１８１８    土土土土    体育館開放体育館開放体育館開放体育館開放    

２０２０２０２０    月月月月    

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/5,6/5,6/5,6/5,6 年携帯安全教室年携帯安全教室年携帯安全教室年携帯安全教室    

1111～～～～3333 年人権教室年人権教室年人権教室年人権教室////あすかあすかあすかあすか出前授業出前授業出前授業出前授業    

全員遊全員遊全員遊全員遊びびびび週間週間週間週間////児童委員会児童委員会児童委員会児童委員会////花壇片付花壇片付花壇片付花壇片付けけけけ週間週間週間週間    

２１２１２１２１    火火火火    4444～～～～6666 年人権教室年人権教室年人権教室年人権教室    

２３２３２３２３    木木木木    放課後学習室放課後学習室放課後学習室放課後学習室    ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会④④④④    

２４２４２４２４    金金金金    児童総会児童総会児童総会児童総会        

２５２５２５２５    土土土土    土曜広場土曜広場土曜広場土曜広場／／／／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    

２７２７２７２７    月月月月    
学芸会特別時間割開始学芸会特別時間割開始学芸会特別時間割開始学芸会特別時間割開始／／／／体育館開放停止体育館開放停止体育館開放停止体育館開放停止    

児童委員会児童委員会児童委員会児童委員会／／／／学芸会実行委員会学芸会実行委員会学芸会実行委員会学芸会実行委員会    

２８２８２８２８    火火火火    

第一中職場体験第一中職場体験第一中職場体験第一中職場体験((((～～～～30)30)30)30)    

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    

ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ環境委員会秋環境委員会秋環境委員会秋環境委員会秋のののの奉仕作業奉仕作業奉仕作業奉仕作業    

1111～～～～5555 年生年生年生年生５５５５時間時間時間時間／／／／６６６６年生年生年生年生６６６６時間時間時間時間    

３０３０３０３０    木木木木    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    

３１３１３１３１    金金金金    開校記念日開校記念日開校記念日開校記念日（（（（休業日休業日休業日休業日））））    

☆ 10 月の心の相談員 出勤日は、2(木)、6(月)、9(木) 

16(木)、20(月)、23(木)です。 

 ＜１０月の目標＞ 

生活目標『学芸発表会を成功させよう』 
○めあてを持って、真剣に練習に取り組もう。 
○協力しあって、準備や仕事をしよう。 

保健目標『目を大切にしよう』 
○テレビは離れて見たり、明るい場所で読書したりしよう。 

給食目標『栄養について考えよう』 
○主食やおかずをバランスよく食べよう。 

１０月から帰宅時刻は午後５時になります。 
秋分の日を過ぎ、暗くなるのが少しずつ 

早まってきます。遅い時刻には不審者被害 
の情報もあり、その都度子どもたちに注意 
を呼びかけています。行き先や帰る時刻を家の人に伝 
えるなど、校外生活のきまりをしっかり守るよう、保
護者の皆様のご協力をお願いします。 

【【【【玄関玄関玄関玄関のののの掲示掲示掲示掲示はははは、、、、子子子子どもたちもどもたちもどもたちもどもたちも    

楽楽楽楽しみにしていますしみにしていますしみにしていますしみにしています】】】】 

【【【【食育食育食育食育のののの資料資料資料資料はははは、、、、試食会試食会試食会試食会のなかっのなかっのなかっのなかっ    

たたたた学年学年学年学年にもにもにもにも配布配布配布配布しましたしましたしましたしました】】】】 

― 北海道教育委員会からのお知らせ ― 
北海道の特別支援教育施策の参考資料とするため、

今年度も道内全ての公立小中学校等に、校内支援体制
や教育上特別な支援が必要なお子さんへの支援の状況
などの調査を実施します。 
この調査結果は公表を予定していますが、市町村名

や学校名などの個別の結果は公表せず、この調査以外
の目的には使用しないことを申し添えます。 


