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日本の伝統文化に親しむ 
    

校 長  松 井 明 生 
 

１月１６日から後期後半が始まり、閑散としていた

校舎にも子どもたちの元気な声が戻ってまいりました。

長期休業中、心配していた事故も一件の報告もなく、

各ご家庭のご指導のおかげと感謝しております。 

今年は降雪量が多く、冬休み中には、小学生が落雪

で生き埋めになってしまった事故などのニュースも報

道され、保護者の皆様は、登下校時や帰宅後の屋外の

遊びの際の事故をご心配されている方が多いと思いま

す。学校でも、車道への飛び出し、落雪の危険のある

場所への進入、歩道の雪山の上の歩行など、重大な事

故につながる行為を行わないよう、繰り返し指導して

まいりますので、ご家庭でもお子さんが出かける際に

は、一言注意のことばをかけてあげていただきたいと

思います。 

さて、話は変わりますが、私が子どものころのお正

月遊びの定番と言えば、凧揚げ、コマ回し、すごろく、

福笑い、百人一首やカルタ等でした。みなさまのご家

庭では、お正月にどんな遊びをしていましたか？本校

では、学校独自の取組として日本の伝統文化の一つで

ある「百人一首」を取り入れています。毎週火曜日の

朝に、学級毎に５色百人一首（２０枚の札）を使って、

二人一組で勝負をしています。 

先日２９日に、低・中・高学年のブロック別で「百

人一首大会団体戦」を行いました。１０月の個人戦に

引き続き今年度２回目の大会になります。今回は、他

の３クラスの友だちと試合をして、クラスで取った札

の合計枚数を競い合うクラス対抗の大会でした。 

感心したのは、どのブロックの試合を見ても、子ど

もたちの対戦マナーがとてもよいと言うことです。ご

ざに正座をして向かい合い、始めと終わりには、礼と

握手を交わします。同時に札にさわったと判断したと

きには、即座にじゃんけんで勝敗を決めます。個々に

審判はついていないので、もめるケースが出てくるの

ではないかと懸念していたのですが、全くそんな様子

が見受けられません。子どもたちの多くが、「いろい

ろな友だちと百人一首をして楽しかった。」という感

想を発表し、今年度の重点である「やさしさと思いや

り」が着実に育ってきていると感じました。 

今年はひつじ年です。子どもたちの心を三小ウール

でやさしく包みながら、今年も落ち着いた環境の中で

のびのびと学校生活が送れる学校を目指し、今後も職

員一同全力を尽くしてまいりたいと思いますので、本

年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちが休み中に作った工作や調べ学習の作品

を、１月１９日～２７日に職員室前や各学級前の廊下

の掲示板になどに展示しました。 

 

 

１月２３日(金)に 3.4 年生が、１月３０日（金）に

は 5.6 年生が、それぞれ三笠スキー場での１回目の学

習を実施しました。１，２年生はＰＴＡの協力で造成

して頂いたグラウンドの斜面で行っています。暖気が

続いた時にはコンディションが悪く中止になってしま

ったこともありましたが、２月中旬までに数回行って

いく予定です。 

 

 

 

 

 

3.4 年生は２月３日(火)、5.6 年生は４日(水)に、２

回目のスキー場での学習を行います。 

保護者ボランティアの協力も得ながら、安全に配慮

しながら学習を進めていきます。 

 

 

１月は、市内で学級や学年の閉鎖が３校ほどありま

した。三小でもインフルエンザにかかってしまった子

どもが何名かいましたが、感染は大きく広がりません

でした。教室でぬれ雑巾などをかけて湿度を上げるよ

うに工夫したり、うがい・手洗いを徹底したりしてい

きます。ご家庭でも予防のご協力をお願いします。 

インフルエンザは「症状が出てから５日過ぎるまで」

と「熱が下がって２日過ぎるまで」の両方で出席が再

開できることになっています。もし感染したことがわ

かったら、ご連絡を頂いた時に、何日から登校できる

ようになる見通しかを確認したいと思います。 

【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～ 

 



 

 
              
 

仮設校舎は外観ができあがり、３月末の完成を目指

して設備や内装の工事を進めています。４月からは、

全ての学級が仮設校舎の教室でスタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆PC 教室などの引越が５月以降ということで、解体する前

は、教師がついて旧校舎を使うことがあります。 

◆校舎の出入口は、基本的に基本的に基本的に基本的に西玄関西玄関西玄関西玄関だけだけだけだけになります。 

◆職員室のある校舎は今のまま使います。専用の専用の専用の専用の図書室図書室図書室図書室がながながながな

いいいいためためためため、、、、２月中２月中２月中２月中に本棚に本棚に本棚に本棚やややや本を本を本を本を今の今の今の今の視聴覚室に引っ越して仮視聴覚室に引っ越して仮視聴覚室に引っ越して仮視聴覚室に引っ越して仮

図書室とし図書室とし図書室とし図書室として使いて使いて使いて使いますますますます。。。。また、音楽室は多目的に使う広い

部屋として使うようにします。 

◆体育館への体育館への体育館への体育館への通路は通路は通路は通路はステージ横ステージ横ステージ横ステージ横からだけからだけからだけからだけになります。 

◆２７年度は仮校舎の２つの空き教室を「活動室」にして、

少人数指導や心の相談室、会議室などとして使います。 

教室の配置や通路などが変わるので、戸惑う面もあ

るかと思います。安全に過ごしやすく利用するために、

きまりを見直して指導するとともに、先生方と子ども

たちのみんなで協力しあっていきたいと思います。 

＜駐車場についてのお願い＞ 

仮設校舎への引っ越しとともに、解体や新仮設校舎への引っ越しとともに、解体や新仮設校舎への引っ越しとともに、解体や新仮設校舎への引っ越しとともに、解体や新校舎の校舎の校舎の校舎の建設建設建設建設

工事工事工事工事の関係の関係の関係の関係でででで体育館前の駐車場も使えなくなるなど体育館前の駐車場も使えなくなるなど体育館前の駐車場も使えなくなるなど体育館前の駐車場も使えなくなるなど、、、、駐駐駐駐

車スペースがきわめて少なくなる車スペースがきわめて少なくなる車スペースがきわめて少なくなる車スペースがきわめて少なくなるとのこととのこととのこととのことですですですです。。。。    

行事行事行事行事や参観日でや参観日でや参観日でや参観日では郷土資料館にご迷惑をかけは郷土資料館にご迷惑をかけは郷土資料館にご迷惑をかけは郷土資料館にご迷惑をかけるるるることことことこと

もあるもあるもあるもあるようでようでようでようです。保護者の皆様には、今一度状況についす。保護者の皆様には、今一度状況についす。保護者の皆様には、今一度状況についす。保護者の皆様には、今一度状況につい

てご理解てご理解てご理解てご理解をををを頂き、頂き、頂き、頂き、徒歩での来校にぜひともご協力を頂き徒歩での来校にぜひともご協力を頂き徒歩での来校にぜひともご協力を頂き徒歩での来校にぜひともご協力を頂き

ますようお願い致します。ますようお願い致します。ますようお願い致します。ますようお願い致します。    

 

 
２７年度は、以下のことも行っていく予定です。 

〔円形校舎とレンガ校舎の内覧（見学）会〕 
・解体の日程が決まり次第、少し長い時間でゆっくりと見学

できる機会を、お休みの日などで何回か設定します。 

〔閉校記念誌づくり〕 
・三小の歴史をふりかえるなど、心に残るものを作成します。 

〔閉校のつどい〕 
・地域や保護者の方、卒業生、旧職員などに参加して頂いて

の儀式的な行事とするともに、子どもたちの歌の発表など
も交えるなど、第三小学校へ感謝や思い出の気持ちを高め
る場としていきます。 

〔第一小学校の教育計画づくりや新ＰＴＡの設立〕 
・江別小の先生方やＰＴＡの方と協力して、進めていきます。 

 

 

☆☆☆☆もし新年度(４月)の前後に転校することになった

場合は、手続き準備などの関係がありますので、早

めに担任にご連絡下さい。 

☆☆☆☆就学援助申請の書類を配布します。提出の〆切は 

３月１６日（月）です。対象の方は毎年提出が必要

です。記載もれや一緒に出す書類などに不備があり

ますと手続きが遅れたりすることがありますので、

説明のプリントをよくお読み下さい。お問い合わせ

は江別市教育委員会(381-1058)にお願いします。 

    

２２２２    月月月月    6666 年中学校入学説明会年中学校入学説明会年中学校入学説明会年中学校入学説明会    

３３３３    火火火火    中学年中学年中学年中学年スキースキースキースキー②②②②    

４４４４    水水水水    高学年高学年高学年高学年スキースキースキースキー②②②②    

５５５５    木木木木    全校朝会全校朝会全校朝会全校朝会    あすかあすかあすかあすか学級社会見学学級社会見学学級社会見学学級社会見学    

６６６６    金金金金    行事日課行事日課行事日課行事日課    ５５５５時間授業時間授業時間授業時間授業    ((((江教研三次研究協議会江教研三次研究協議会江教研三次研究協議会江教研三次研究協議会のためのためのためのため))))    

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    

１０１０１０１０    火火火火    
行事日課行事日課行事日課行事日課    ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会    

あすかあすかあすかあすか学級学級学級学級おおおお弁当日弁当日弁当日弁当日((((社会見学予備日社会見学予備日社会見学予備日社会見学予備日))))    

１１１１１１１１    水水水水    建国記念建国記念建国記念建国記念のののの日日日日    

１１１１２２２２    木木木木    第第第第２２２２回幼児学級回幼児学級回幼児学級回幼児学級((((    1,21,21,21,2 年年年年生生生生とあすかとあすかとあすかとあすか学級学級学級学級    4444 時間授業時間授業時間授業時間授業    ))))    

１１１１３３３３    金金金金    安全指導日安全指導日安全指導日安全指導日    あすかあすかあすかあすか親子親子親子親子スキースキースキースキー    

１４１４１４１４    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    

１６１６１６１６    月月月月    
児童委員会児童委員会児童委員会児童委員会⑦⑦⑦⑦    選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    

全員遊全員遊全員遊全員遊びびびび週間週間週間週間    学校教育指導訪問学校教育指導訪問学校教育指導訪問学校教育指導訪問    

１７１７１７１７    火火火火    放課後学習室放課後学習室放課後学習室放課後学習室    

１９１９１９１９    木木木木    
3.43.43.43.4 年年年年弁当持参日弁当持参日弁当持参日弁当持参日（（（（    スキースキースキースキー予備日予備日予備日予備日    ））））    

図書室移設図書室移設図書室移設図書室移設作業作業作業作業    

２０２０２０２０    金金金金    5.65.65.65.6 年弁当持参日年弁当持参日年弁当持参日年弁当持参日（（（（    スキースキースキースキー予備日予備日予備日予備日    ））））    

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    

２３２３２３２３    月月月月    前期児童会選挙前期児童会選挙前期児童会選挙前期児童会選挙    選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    

２４２４２４２４    火火火火    ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会⑤⑤⑤⑤    

２５２５２５２５    水水水水    参観日参観日参観日参観日（（（（高高高高））））    6666 年年年年ＰＰＰＰ卒業卒業卒業卒業をををを祝祝祝祝うううう会会会会    

２６２６２６２６    木木木木    参観日参観日参観日参観日（（（（低低低低））））    ２２２２年年年年ＰＰＰＰ親子親子親子親子レクレクレクレク    

２７２７２７２７    金金金金    参観日参観日参観日参観日（（（（中中中中））））    4444 年二分年二分年二分年二分のののの一成人式一成人式一成人式一成人式    

２８２８２８２８    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    

☆ 2 月の心の相談員 出勤予定日は、2(月)、5(木) 

9(月)、12(木) 、16(月)、19(木)、26(木)です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆今年度もあと２ヶ月ほどです。学年のまとめを交えて
学習を進めます。学んだことがしっかり定着するように
家庭学習の充実などにご協力をよろしくお願い致します。 

＜２月の目標＞ 

生活目標 『寒さに負けない体をつくろう』 
○進んで運動をして体の中から元気になろう。 

保健目標 『かぜに負けない体をつくろう』 
○規則正しい生活とバランスの取れた食事をしよう。 
○外から帰ってからのうがい・手洗いをかかさずしよう。 

給食目標 『給食について考えよう』 
○からだのもとになったり、体調を整えたり、エネルギ

ーになったりする食材についてふりかえろう。 

工事中の仮設校舎です。 
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