
江別市立江別第三小学校 学校だより             

                               

                              

                                             

第 １ 号 平成２７年 ４月 ７日（火） 

江別市緑町西１丁目２３番地 TEL．３８２－２２０５ FAX．３８２－２２５５  ＨＰ http://www.ebetsu-city.ed.jp/daisan-s/ 

 

「三小 イン マイ ハート」 最高の思い出を！ 

                 校 長 松 井 明 生 

 

 雪解けのせせらぎの音や木の芽のはじける音、大地を
飾る福寿草やふきのとうの懐かしい色、春はものがみな
動き出す季節です。春はスプリング（泉、バネ）。自然
界にも人の心にも活力がみちてくる季節のようです。 

うららかな春の陽光に包まれた校舎に、元気な子ども
たちの声が響き渡り、活気のある新学期が始まりました。
引き続き、可愛らしい新１年生６１名を迎えて入学式も
行われました。今年度は全校児童数３３４名、教職員数
３７名、普通学級１２学級、あすか学級４学級、計１６
学級でのスタートです。お子様のご入学、ご進級を
心よりお祝い申し上げます。新しい教室、新しい教
科書、また、新しい友だち、新しい先生など新たな
出会いがあり、どの子も希望に満ちたとびっきりの
笑顔で新年度を迎えていました。 

さて、本校の教育目標である「考える子 思いや
りのある子 がまん強い子 じょうぶな子」の具現化
に向け、今年度は「主体的に学び合い、やさしく思
いやりのある子どもの育成を図り、家庭や地域から
信頼される学校の創造」を学校経営の重点と定めま
した。めざすべき理想の学校像は『やさしさいっぱ
い 元気いっぱい 笑顔いっぱい みんな輝く学
校』です。そのために本校では具体的に次のことに力を
入れて教育活動を推進してまいります。 
 
１．確かな学力の定着 
 (1)基礎基本の定着と着実な学力向上 
・個に応じた指導の工夫・尐人数指導・ＴＴ指導 
・全校漢字テストの実施 

 (2)楽しくわかる授業改善 
  ・問題解決型学習・ＩＣＴ機器の活用 

・放課後学習会・夏冬休み学習室 
２．豊かな心の育成 
 (1)言語活動の充実 
・朝読書・百人一首・読書週間・読書月間 

 (2)規範意識の確立 
  ・挨拶・正しい言葉遣い・ルールとマナーの指導 
３．健やかな身体を育む 
 (1)全校体力づくり 

   ・長縄跳び記録会・全員遊び週間 
・あすかパワータイム 

 (2)家庭との連携 
   ・長期休業明けの生活リズムチェックシートの活用 

・家庭学習（宿題）の習慣化 
 

 いよいよ来年３月で江別第三小学校８６年間の歴史に
幕を降ろすことになります。全ての行事や活動が、その
都度最後になっていくので「三小 イン マイ ハート」
を合言葉に、その時々の思い出をしっかり胸に刻みなが
ら、特別な１年にしていきたいと思います。保護者並び
に地域の皆様には、今年度も変わらぬご支援ご協力
を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

【平成 27年度 江別第三小学校 学校体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
教 頭 前田 真志  【北広島市立緑陽中学校より】 

北広島市立緑陽中学校から参りました。江別の勤務は
初めてです。歴史ある三小と笑顔いっぱいの元気な子ど
も達に会えることを楽しみにしておりました。統合のた
めの三小ラストイヤーに微力ながら関わらせていただく
ことをたいへん光栄に思います。精一杯がんばります。
よろしくお願い致します。 

 
教 諭 佐々木 順司 【石狩市立花川小学校より】 

石狩市立花川小学校から異動してきました。１０年ぶ
りで三小に勤めることができ、おおいに張りきっており
ます。私の特徴は、大きな声と大きな耳と、よく動くマ
ユ毛です。前任校では「ひげぴー先生」と呼ばれていま
したので、気軽に「ひげぴー」と呼んでください。元気
な子ども達と、たくさん遊んで、楽しいこともたくさん
したいと思います。よろしくお願い致します。 

 
教 諭 山本 和彦 【恵庭市立恵庭小学校より】 

このたびの異動で恵庭市の恵庭小学校から参りまし
た山本和彦と申します。江別での勤務は初めてですの
で、とても楽しみにしてきました。文字通り右も左も
わからない状態ですが、学校や地域に一日でも早く慣
れて子ども達のために頑張りたいと思っています。子
ども達と過ごす毎日が今からとても楽しみです。どう
ぞよろしくお願いします。 

 
（裏に続きます） 

 

 
【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） 

 

校  長 松井 明生 
教  頭 前田 真志 
１年１組 辰巳 正晃 
１年２組 寺元 麻美 
２年１組 高橋 敬二 
２年２組 飯間真由美 
３年１組 岩田希代子 
３年２組 青木 啓洋 
４年１組 五十嵐博美 
４年２組 石原 寿一 
５年１組 鳴海 仁美
５年２組 山本 和彦 
６年１組 大浦美保子 
６年２組 前田 和寛 
あすか学級 小林 智子 
あすか学級 佐々木順司 
あすか学級 長坂 貴朗 
あすか学級 弥勒院宣明 

 
あすか学級 山口 崇志 
あすか学級 橫田ひとみ 
担 任 外 中井 央子 
ＴＴ尐人数 山口 広宣 
担 任 外 武藤 幹太 
養護教諭 山口まゆみ 
栄養教諭 髭右近敦子 
事務職員 森田 政浩 
施設業務員 瀧澤 俊幸 
事務業務員 木村 和代 
非常勤講師 高田眞智子 
生活介助員 菊池 明美 
生活介助員 樺島 直子 
特支補助員 髙津真美子 
心の相談員 澤田眞由美 
学習サポート  小西 幸夫 

ＡＬＴ  Webb Matthew 
給食配膳員 加賀 明子 
給食配膳員 的場 幸子 

http://www.ebetsu-city.ed.jp/daisan-s/


事務職員 森田 政浩【石狩市立八幡小学校より】 
みなさん、はじめまして。石狩市の八幡小学校から

来ました事務の森田政浩です。今まで一度、第三小学
校に来たことがありその時「ワォ！レンガ造りだ！」
とびっくりしました。そんな驚きの学校に来れて光栄
なことと共に、合わさって１つになるタイミングで仕
事をすることに責任も感じています。 

いろいろなことを自分らしく仕事していきたいと思
います。これからお世話になることも多いと思います
がよろしくお願い致します。 
 
特別支援補助員 髙津 真美子  

このたび、特別支援補助員として赴任しました髙津真
美子です。第三小学校の子ども達・先生方・保護者の皆
様との出会いをとても楽しみにしてきました。今年は、
第三小学校最後の一年ということで、一日一日を大切に、
子ども達と共に充実した時間を過ごしていけるように頑
張っていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願い致
します。 

 

 

 

 新年度は、仮設校舎でスタートとなります。３年生

以上は、旧校舎と違い他の学年と廊下を挟んで向かい

合います。５、６年生は、３、４年生のお兄さん、お

姉さんとして、よいお手本となるよう過ごしてほしい

と思います。 

 

 

算数の力の一層の向上を図るために、今年度も３年

生以上で複数の教師によるＴ.Ｔと尐人数指導を行い

ます。担当の山口宣浩教諭が主で入り、中井教諭や武

藤教諭が協力します。子どもたち一人一人の理解や定

着の様子を細やかに見とり、基礎・基本事項を確実に

定着するとともに、考えたり表現したりする力などを

高めていけるよう、取り組んでいきます。 

 

 

6 年生を対象に、４月２１日（火）に実施します。

国語・算数・理科においての基礎・基本的事項の定着

や習ったことを活用して問題を解く力の調査と、児童

への質問による学習・生活への意識などの調査です。 

一人一人や全体の結果をもとに、意欲をもって学ぶ

ための支援や、授業改善など学校の学力向上に役立て

いきます。 

 

 

□授業公開  8:35～ 9:20 

□学校経営方針説明  9:35～ 9:45 

□学級懇談  9:45～10:45 

□ＰＴＡ総会  11:00～（体育館） 

子どもたちが頑張っている様子をぜひご覧下さい。 

懇談会とＰＴＡ総会へのご出席もよろしくお願いし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 火 
着任式・始業式・入学式 

春のあいさつ声かけ運動(～9 日) 

８ 水 安全指導(～10 日) 読書指導週間 

９ 木 5 年知能検査 2,4,6 年三計測（長座・体前屈測定） 

10 金 あすか,1,3,5 年三計測（長座・体前屈測定） 

11 土 
全校参観日 PTA 総会 

校舎お別れ見学会①（14:00～17:00） 

13 月 
学級写真撮影 1,2 年聴力検査 

児童委員会 

14 火 あすか,3,5 年聴力検査 図書館開館 

16 水 3,5 年学力テスト 1 年給食開始 

17 金 午前授業（市内研究協議会開催） 

20 月 5,6 年視力検査 児童委員会 

21 火 
6 年全国学力・学習状況調査 

あすか,3,4 年視力検査 

22 水 
行事日課午前授業 家庭訪問① 

1,2 年視力検査 

23 木 
全校朝会(2 年以上) １年食育 

行事日課午前授業 家庭訪問② 

24 金 行事日課午前授業 家庭訪問③ 

26 日 資源回収日 

27 月 クラブ活動 戸外清掃 

28 火 行事日課午前授業 家庭訪問④ 

29 水 
昭和の日 

校舎お別れ見学会②（10:00～17:00） 

30 木 行事日課午前授業 家庭訪問⑤ ２年食育 

 

◆全家庭に記入・提出して頂くプリントを配付し
ました。(家庭環境調査、緊急時お迎え児童引き渡しカード、担任提出
用紙、ＰＴＡ委員選出のご協力お願い) 
〆切は全て 4月９日（木）です。お手数をお掛けし
ますが期日までの提出をお願いします。 

◆今年度も毎月第４日曜日に資源回収日を行う予
定です。地域には回収予定日一覧を回覧します。 
ご協力をお願いします。 
（６、１１、２月は、第３日曜日です） 

＜４月の目標＞ 

 

生活目標『明るく元気にあいさつをしよう』 
○自分から進んであいさつしよう 

 
保健目標『自分の体について知ろう』 

○身体測定で自分の体の成長を確かめよう 

 
給食目標『準備と後片付けをきちんとしよう』 

○配膳や後始末のしかたを確かめよう 


