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残り１ヶ月、ラストスパート！！ 
校 長  松 井 明 生 

 

２月は温暖な日が続き、雪解けが一気に進みました。

１月にはどれだけ雪が積もるのだろうと懸念していた

今年の冬でしたが、今では３月の暦を見ながら、例年

より早い春の到来を待ちわびているところです。 

さて、昨年１１月に実施いたしました保護者アンケ

ートへのご協力ありがとうございました。本校の教育

活動を振り返るための教育評価を保護者の皆様からい

ただきました。集計結果では、本校教育活動に対して

約９４．８％（昨年度約９２％）の方から「Ａ」「Ｂ」

の肯定的な評価をいただきました。特に「学校の情報

発信」「基礎・基本的学力が身につく指導」「すこや

かな体の育成」の項目では、高い評価をいただきまし

た。皆様からいただきました評価やご意見を励みにし

て、尚一層教育活動の充実と改善に取り組んでまいり

ます。 

いよいよ４月から使用する仮設校舎が完成間近にな

りました。先日、一足早く職員で仮設校舎内見学をし

ました。プレハブ校舎ではありますが、現在より教室

や廊下が広く、普通教室の暖房は、前後に FF ストーブ

が設置されていて、冬は教室、廊下ともにかなり暖か

くなります。また、トイレの個室は、男女ともに全て

が洋式になっています。居住性は、かなりよいと感じ

ました。保護者の皆様には、入学式や全校参観日の日

がお披露目となりますので、どうぞご期待下さい。 

学校は１年の締めくくりの月を迎えます。市内の小

中学校ではインフルエンザが流行し、本校でも１クラ

スが学級閉鎖をしました。３月もまだまだ油断ができ

ない状況ですので、体調管理をよろしくお願いいたし

ます。子どもたちの１年間の成長を確かめながら、学

校課題である「明るく元気に学び合い、やさしく思い

やりのあるあすかの子を育てる」をめざした指導に、

残り１ヶ月、ラストスパートをかけて頑張っていきま

す。これからも変わらぬご支援とご協力をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙管理委員の子どもたちが準備などを一生懸命に

進め、２月２３日（月）に選挙が行われました。立会

演説会では、立候補者が決意や公約を立派に発表して

いました。全校みんなで力を合わせて、第三小最後の

児童会活動を立派につくりあげてほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校の課程を修了し、6 年生５４名が学び舎を 

巣立ちます。３月第二週頃から全体の練習など本格的

な準備に入ります。立派な卒業式になるよう学校全体

で取り組んでいきます。なお、当日は１，２年生が休

業日となります。 

卒業生保護者の方の会場への入場は９時３０分から

となりますので、ご承知おき下さい。 

 

 

 

授業がある日も残り１７日です。３月末までは習っ

たことの定着に向けた練習などにも取り組む期間です。 

今年度は、授業前の準備や学習用具、話の聞き方な

どの学習のきまりを意識して指導し、落ち着いて学習

する雰囲気づくりに努めてきました。また、３月には

「漢字まとめテスト」の３回目を行い、合格目ざして

頑張る気持ちが持てる励ましや練習を行っていきます。 

「家庭学習がんばりカード」も今年から全校で行い、

２月の家庭学習アンケートでは目安の「学年×１０分

以上取り組んでいる」が学校全体の平均で約７割でし

た。「毎日している」は目標に届かない学年もありま

すが、子どもたちの意欲は確実に高まっています。 

なお、現在道教委のチャレンジテストも行っており、

様々な問題を解く力の伸びも確かめていきたいです。 

宿題や家庭学習で学びの補充を行うとともに、頑張

っているお子さんに認め励ましの声をたくさんかけて

頂き、有用感や達成感が高まるよう、保護者の皆様の

ご協力を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～ 

 

３月１９日（木）  午前１０：００ 開式 

［平成２９年度以降のクラス編制について］ 

＊２月５日配付済の「江別第一小学校への滑らかな

接続に向けた取組について」のプリントの中で、平

成２９年度以降のクラス編制替えの学年を見込みで

表示していましたが、新しい第一小の学校経営方針

や転出入の状況等で、単年度や偶数学年でのクラス

編制替えもあり得ますので、予めご承知おき下さい。 



 

 

５月連休後に、旧校舎の解体が始まることになりま

した。そこで、円形校舎とレンガ校舎を公開する「旧

校舎おわかれ見学会」を下記の要領で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧校舎の見納めとなります。様々な形で広くお知ら

せをしていきたいと思います。見学会について何かご

質問がありましたら、学校へお問い合わせ下さい。 

 

 

このところの温かさで歩道の雪が氷になるなど歩き

にくくなっています。これからさらに雪どけが進み、

雪山が崩れたり、道がざくざくになったりします。学

校では安全について十分指導しますが、ご家庭からの

注意などのご協力もお願いします。通学路で危険な箇

所がありましたら、事故防止のため子どもたちに注意

を促しますので学校にごお知らせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ＰＴＡ懇親・送別会のご案内をしました。 

二次案内は卒業式前日に転出等職員のお知らせと一緒に配布します。 
 

○現在本校に在籍中のご家庭からの就学援助申請 
書類を学校で受付中です。3月 16日(月)までに教
育委員会に送ることになっています。前日には学
校に提出下さい。 
内容や添付書類に不備がないようお願いします。 

 

今年は年間を通じて立派なあいさつができ、学校に

来られた様々な方にほめて頂きました。 

みんなの力作から何点かを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

２２２２    月月月月    安全指導日安全指導日安全指導日安全指導日    参観日参観日参観日参観日（（（（あすかあすかあすかあすか））））    

３３３３    火火火火    漢字漢字漢字漢字まとめテストおまとめテストおまとめテストおまとめテストお知知知知らせらせらせらせ日日日日    

４４４４    水水水水    ６６６６年生年生年生年生をををを送送送送るるるる会会会会    

５５５５    木木木木    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    ))))    

６６６６    金金金金    図書一斉返却日図書一斉返却日図書一斉返却日図書一斉返却日    

９９９９    月月月月    ((((卒卒卒卒))))在校生練習在校生練習在校生練習在校生練習    

１０１０１０１０    火火火火    漢字漢字漢字漢字まとめテストまとめテストまとめテストまとめテスト    おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾍﾟｼｬﾙｽﾍﾟｼｬﾙｽﾍﾟｼｬﾙ    

１１１１１１１１    水水水水    ((((卒卒卒卒))))在校生練習在校生練習在校生練習在校生練習    

１１１１３３３３    金金金金    ((((卒卒卒卒))))全体練習全体練習全体練習全体練習①①①①    

１１１１７７７７    火火火火    ((((卒卒卒卒))))全体練習全体練習全体練習全体練習②②②②    ６６６６年大年大年大年大そうじそうじそうじそうじ    

１１１１８８８８    水水水水    
５５５５年生以外年生以外年生以外年生以外 4444 時間授業給食時間授業給食時間授業給食時間授業給食そうじありそうじありそうじありそうじあり    

５５５５年生年生年生年生 5555 時間目卒業式準備時間目卒業式準備時間目卒業式準備時間目卒業式準備    

１１１１９９９９    木木木木    第 85 回 卒業証書授与式 

２１２１２１２１    土土土土    春分春分春分春分のののの日日日日    

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    火曜日課火曜日課火曜日課火曜日課    

２２２２４４４４    火火火火    月曜日課月曜日課月曜日課月曜日課    大大大大そうじそうじそうじそうじ    

２２２２５５５５    水水水水    
平成平成平成平成 27272727 年度修了式年度修了式年度修了式年度修了式    離任式離任式離任式離任式    

4444 時間授業給食時間授業給食時間授業給食時間授業給食なしなしなしなし    

26(木)～４/6(月)年度末・始休業  27(金)ＰＴＡ懇親・送別会 

☆ ３月の心の相談員 出勤日は、2(月)、5(木)、9(月) 

12(木)、16(月)、19(木)、23(月)です。 

 

 

 

 

 

 

 

＜３月の目標＞ 

生活目標『心をこめて 卒業生を送ろう』 
○互いに感謝の気持ちを表し、立派な式にしよう。 

保健目標『一年間をふり返ってみよう』 
○一年間健康に過ごすことができたかふり返ろう。 

給食目標『一年間の給食をふり返ってみよう』 
○マナーを守り、作った人に感謝して食事ができたかなどをふりかえろう。 

【日 時】 
①４月１１日（土）14:00～17:00 
②４月２９日（水）10:00～17:00 
③５月 １日（金）14:00～17:00 
④５月 ２日（土）10:00～17:00 
【内容など】 
・東玄関を開放します。管理棟や体育館、仮設校舎

の中は見学ができません。 
・学校の歴史をふりかえる資料の展示を行います。 

また、簡単な湯茶サービスも用意しております。 
★校地内には来校者用の駐車場がありません。近隣

施設や路上に駐車されると大変迷惑がかかりま
す。徒歩でのご来校をお願いします。 

【4 月】 
7(火)始業式・入学式 

11(土)全校参観日・ＰＴＡ総会 
家庭訪訪問
22(水) ,23(木),24(金),28(火),30(木) 
【５ 月】 
家庭訪問…1(金) 
参観日…19(火)～22(金)  
【６ 月】 
6(土)閉校記念運動会 

【７ 月】 
2(木)～3(金)5 年宿泊学習 

24(金)～夏季休業 
【８ 月】 
18(火)授業開始日 
【９ 月】 
3(木)～4(金)6 年修学旅行 
参観日…29(火)～30(水) 
 

【１０月】 
参観日…1(木)～2(金) 
8(木)前期終業式 
9(金)～12(月)秋休み 

13(火)後期始業式 
【１１月】 
8(日)閉校記念学芸発表会 

29(日)江別第三小 閉校のつどい 
【１２月】 
25(金)～冬季休業 
【１ 月】 
18(月)授業開始日 
【２ 月・３月】 
参観日…2/24(水)～29(月) 
3/ 1 (火)第一小開校説明会 

PTA 解散総会 
3/19(土)卒業式 
3/25(金)修了式・閉校式 

10～１月のＰＴＡ資源回収の益金は 88,646 円、今年度２回
目の奨励金は 142,299 円でした。保護者・地域の皆様にいつも
ご協力を頂き感謝申し上げます。今年度は、例年の雪山造成・解
体費のほかに、グラウンド水飲み場の修理費などに支出させて頂
きました。 

益金はＰＴＡ特別会計として積み立てさせて頂いております。
次年度は、ＰＴＡと学校が十分相談をし、子どもたちや地域の方
への還元も含めて、閉校に関わる事業にも使わせて頂きたいと考
えております。事業や支出の具体的な内容などについては、様々
な形でお知らせをしていきます。 

＜PTA 資源回収へのご協力 ありがとうございます＞ 

★あいさつで  みんななかよく  友だちだ 
★あいさつは  みんなの心  つなぐもの 
★あかるいね  笑顔のあいさつ  たのしいな 
★心から  笑顔のあいさつ  全員で 
★あいさつで  みんなの笑顔が  ふえてゆく 
★あいさつは  笑顔をつくる  魔法だよ 
★あいさつは  人の気持ちを  よくするよ 

 

☆おはなし会の方が 

今年も玄関前廊下 

におひな様を飾っ 

て下さいました。 


