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全国学力・学習状況調査の結果から 
                 校 長  松 井 明 生 

 
めっきり朝夕の気温も下がり、上着を着用する機会

も増えてきました。職員室の窓に目を向けると旧校舎
の解体工事が完了し、一面さら地になりました。いよ
いよ１年後の江別第一小学校新校舎完成をめざし、建
築作業開始です。完成を楽しみに待ちしましょう！ 

さて、先月の下旬に、本年４月全国一斉実施されま
した「全国学力・学習状況調査」（小６・中３対象）
の結果が文部科学省から公表されました。その概要に
ついては、テレビや新聞などの報道でご承知のことと
思いますが、北海道の状況は、全国との差はかなり縮
小してきているものの全国平均には届いていないとい
う結果でした。過日、本校の調査結果が届きましたの
で、大まかに概要を報告したいと思います。 
 今年度は小学校においては、「国語Ａ・Ｂ」と「算
数Ａ・Ｂ」、「理科」の全５科目が実施されました。
Ａ問題は主に基礎学力の定着の状況、Ｂ問題は主に活
用力を見る問題です。本校児童の平均正答率は、国語
に関しては、Ａ・Ｂ問題ともに全国を上回りました。
特に、Ａ問題は大きく上回りました。日常的な漢字テ
スト、ドリル学習等、漢字習得のための取組の成果と
考えます。次に、算数に関しては、Ａ・Ｂ問題ともに
全道と同様でした。そして、理科に関しては、全国を
上回りました。本校は、理科と社会科を組み合わせて、
学年内で担任同士による交換授業の取組を積極的に行
っています。その結果、より細やかな準備が可能にな
り、実験等を充実させることができたことが学力向上
の要因の一つとなっていると考えます。また、５科目
を合わせた平均正答率では、全国と同様でした。５年
前から本校で取り組んでいる「自分や友達の考えを生
かして主体的に学び合う子どもの育成」を目指した研
究の成果が調査の結果に表れていると考えています。 
 また、同時に実施された児童質問紙の中では、宿題
や予習、特に復習をしっかり家庭でしているという回
答が全国よりかなり上回っていました。この結果から、
家庭学習の習慣がしっかり身についてきていることが
うかがえます。保護者の皆様のご協力に感謝いたしま
す。さらに、昨年と同様に「人の気持ちが分かる人間
になりたいと思いますか。」「いじめは、どんな理由
があってもいけないことだと思いますか。」の質問で
は、当てはまらないと回答した子が一人もいませんで
した。本校の重点目標のキーワードの一つである「や
さしさと思いやり」が確実に子どもたちに根付いてい
ることをとても嬉しく思います。 

特徴的なところを大まかにお知らせいたしましたが、
今後、項目ごとに細かく分析して、さらに学習・生活
指導の改善を図って参りたいと思います。 

 

 

9 月１４日

（月）に三

小最後とな

る後期児童

会役員選挙

が行われま

した。どの

立候補者も

自分はこんな三小にした

いという考えを大きな声

で演説していました。ど

の児童も真剣に聞き入っ

ており、素晴らしい雰囲

気だったと思います。 

 役員となった児童は、

閉校する３月まで三小児童会全体を支えてほしいと思

います。 

 

 

 

 

【市内創意工夫展覧会】 

３年 自由創作部門 銅賞  

    根廻 知優さん「シーグラスのランプ」 

４年 自由創作部門 銀賞 

    安孫子花野さん「風車の貯金箱」 

５年 自由創作部門 金賞 

    永坂 琉真くん「フランケン シュタイン」 

６年 創意工夫部門 銅賞 

    黒坂ななみさん「ソーラーパネルと風力発電のエコホーム」 
【ＭＯＡ美術展】 

＜絵画の部＞ 
北海道新聞社江別市局長賞 ４年 加藤 真子さん 

銀 賞  １年 岩城 絢奈さん 
２年 今井 涼乃さん 
４年 上田 宝珂さん、小町 理心さん 

銅 賞  １年 田中 南帆さん、西村 希哉くん 
        舞嶽友利名さん 
     ２年 石田 彩華さん、上野聡太郎くん 

霜鳥 一歩くん 
    ３年 田浦  零さん、前小屋 瞬くん 

＜書写の部＞ 
金 賞  ３年 上野 日菜さん 
銅 賞  ４年 河村 煌平くん 

  
【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） 
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先月「お迎え避難訓練」についての配付いたしまし

た文書に「電話等でお子さんの帰宅先を登校後に変更

する場合」についてお知らせいたしました。夏休み終

了以降、校区内で丌審者情報もあり、子どもたちの安

全にはより一層配慮していかなければならないと気を

引きしめているところです。再度掲載いたしますので

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「秋の交通安全運動」に合わせて、本校では９月 24

日、２５日、２８日の３日間「秋のあいさつ・声かけ

運動」を行いました。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。 

地域の方の声かけやあいさつを受け、子どもたちも

安全安心に過ごせております。ありがとうございます。 

次年度は、「江別第一小学校」となり、通学区域が

現在より広範囲になります。今まで以上に、学校と地

域・保護者の連携を進め子どもたちを見守りたいと考

えます。引き続きご協力をお願いいたします。 

 

 

 

１０月１９日（月）の市内一斉公開日に、４～６年

に携帯安全教室を開催いたします。その後は、保護者

の皆さんと教職員を対象に３０分程大人向けの講習会

を開催いたします。今年は市内ＰＴＡ連合会でも、電

子メディアへの接触時間を見直そうということで、講

演会を開催いたしました。これを機会にご家庭でもイ

ンターネットへ接続するスマートフォンやパソコンな

どの通信機器の使用方法について振り返っていただけ

ると幸いです。子どもたちの健やかな成長のために 

多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 木 

参観日（低学年）2 年 P 親子レク、 

１年 P 給食試食会、安全指導日 

江別市シェイクアウト訓練（大休み） 

２ 金 

参観日（あすか学級）あすかＰ秋の奉仕 

作業・給食試食会 

２年江小と交流（２～４H） 

４年喫煙防止教室（６Ｈ） 

３ 土 土曜開放なし 

５ 月 
クラブ⑥／全員遊び週間、あすか学級江

小はぎのこルームと交流 

６ 火 

あすかスポーツレク（10 時～12 時） 

長縄記録会（高学年）６H 

昼 おはなし会 

７ 水 
諸費臨時再振替日／６年ミシン授業（３～４H） 

校章プロジェクト  於 北翔大学 

８ 木 
前期終業式／５時間授業  

お迎え避難訓練 

９ 金 秋期休業（～12 日） 

１０ 土 土曜開放 

１３ 火 後期始業式／全校朝会（児童会任命式） 

１４ 水 ４～6 年人権教室（２～４Ｈ） 

１５ 木 
放課後学習室⑥／あすか校外学習（給食

センター／６年ミシン授業（１～４H） 

１６ 金 管内小中学校の研究協議会のためお休み 

１７ 土 土曜開放 

１９ 月 

学芸発表会特別時間割開始 

市内一斉公開日（自由参観日） 

４～６年携帯安全教室（５Ｈ） 

→この後に保護者・教職員向け教室 

１～３年人権教室（２～４Ｈ） 

学芸発表会実行委員会①児童委員会③ 

２０ 火 昼 おはなし会 

２１ 水 江別第一小学校 PTA 設立準備委員会 18 時 

２３ 金 児童総会 

２４ 土 えべつ土曜広場④、土曜開放なし 

２５ 日 資源回収日 

２６ 月 学芸発表会実行委員会② 

２７ 火 諸費臨時振替日 

３１ 土 開校記念日 土曜開放なし 

☆ 10月 心の相談員の出勤日は、 

１日（木）、８日（木）、１５日（木）、１９日（月）、２２日（木）、 

２６日（月）、２９日（木）です。 

  

 

（ 

 

 

＜１０月の目標＞ 

生活目標『学芸意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。 ■協力し合って、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。 

暗くなるのが早くなってきました。お子さんには、外

出先や帰宅時刻を確認していただければと思います。 

１．基本的には、保護者や家族のお迎えをお願いします。 

下校時刻と違う時刻に児童だけでは下校はさせません。 

２．電話だけでは誤認などの危険性もあることから、相手方 

のお名前、電話番号を確認し、状況に応じて学校から変 

更後の帰宅先や保護者の方にお電話をするなどの対応を 

することがあります。 
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