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校長 泉山 浩幸

江別市立江別太小学校

学 校 便 り

令和２年４月７日

ＮＯ．１

校⻑ 泉⼭ 浩幸
⽇射しに暖かさが感じられるよき⽇に、新1年⽣６９名を迎え、本⽇4⽉7⽇(⽕)から、

令和２年度の教育活動がスタートいたしました。⼦どもたちに確かな学⼒・豊かな⼼・
健やかな体をはぐくむため、全職員が一丸となって、誠⼼誠意、指導・支援に当たって
まいりますので、より一層のご支援・ご協⼒をどうかよろしくお願いいたします。
とりわけ、今年度は、「最後までやり抜き ⾼めあう⼦」を重点⽬標として設定いたしました。

★⼦どもにとって学びたくなる学校(ワクワク・ドキドキ)
★保護者にとって安⼼して学ばせたい学校(連携)
★職員にとって互いに学び合える学校(研修)

をめざし、⽇々、保護者・地域住⺠と支え合ったり、⾼め合ったりする｢共育｣の意識を
⼤切に取り組んでまいります。本⽇の始業式では、⼦どもたちの今年度の重点(スローガ
ン)を、｢あいさついっぱい｣｢思いやりいっぱい｣｢やる気いっぱい｣の合い⾔葉と共にテレ
ビ放送で伝えたところです。

～ めざせ！ 笑 顔 で チ ャ レ ン ジ 、 ゴールまで！～

引き続き⾏われる⼊学式に向けては、今
年度は、新⼊⽣と保護者、職員のみの参加
となりますが、体育館に向かう廊下には、
おおぞら学級や新２年⽣、新３年⽣の⼦供
たちの手作りのくす玉やお祝いのメッセー
ジカードが飾られています。短時間の式と
なりますが、明⽇以降、⼩学校⽣活に早く
慣れるようにと、新６年⽣が⽞関で出迎え
たり、教室でお世話をしたりと最⾼学年と
しての役割を果たすことになっています。

今後、学校の教育活動では、下記の図に示したとおり、新型コロナウイルス感染症対策
を⽇々、⾏いながら３つの密が重なり合わないよう、可能な限りの取組を⾏いながらの
学習となります。⼦供たちにおいては、向かい合った話し合いや⼤きな声を上げること
を避けなければならず、一定の制約もあります。また、各ご家庭においても、登下校か
ら、学校内、下校とお⼦さんのマスクの着用(外した際にマスクを⼊れる袋等の準備)や朝

晩の体温測定を健康観察シートへ記⼊を⾏い、毎⽇、
⼦供を通じて担任に提出していただくなどのご協⼒
が不可⽋となりますので、⼦供が健やかに励むこと
ができるよう、教育活動等へのご協⼒を重ねてお願
いいたします。特に今⽉は、これら感染症予防の取
組を通して、改めて、⼦どもの⽣活習慣や学習習慣
の定着等、凡事徹底、基本的な⽣活習慣の⾒直しや
振り返りをご家庭との連携の下、進めてまいります
のでご支援・ご協⼒をよろしくお願いいたします。

令和２年度江別太小学校職員

感染症拡大防止により、行事が変更となる可能性があります。
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今年度の本校職員です。子ども達の健やか
な成長のため、全職員一丸となってよりよい
教育活動を推進して参ります。保護者・地域
の皆様には大変お世話になります。どうぞよ
ろしくお願い致します。
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昭和の日

個人懇談⑥　午前授業給食あり　委員長会議（中休み） ◇

図書館一般開放（１０：００～１７：００）

個人懇談④　午前授業給食あり

個人懇談⑤　午前授業給食あり    認証式（朝） ◇

個人懇談③　午前授業給食あり ◇

特別日課　４～６年生６時間授業　児童委員会①　PTA資源回収

図書館一般開放（１０：００～１７：００）

個人懇談①　午前授業給食あり　聴力検査（2・5年）

個人懇談②　午前授業給食あり ◇

５・６年生５校時６０分授業

水曜日課　午前授業 　聴力検査（1・3年）
二計測・視力・聴力検査（おおぞら）

土曜授業①　全学年2時間授業
学校説明会・PTA総会・学級懇談→未定

図書館一般開放（１０：００～１７：００）

交通安全教室(1・4・6年)　視力検査（２年）　学級写真撮影開始 ◇

金曜日課　４～６年６時間授業　視力検査（1年）

知能検査（3年）　ひらがな読み検査（２年） ◇

図書館一般開放（１０：００～１７：００）

図書館一般開放（１０：００～１７：００）

1年給食開始　1年午前授業（～5/1金）　二計測（1年）
交通安全教室(2・3・5年)

１年２時間授業　教職員交通安全街頭指導（～10日）
二計測・視力検査（5・6年）　５・６年生５校時６０分授業

１年２時間授業　二計測（2・3・4年）　選挙放送（昼ＴＶ） ◇

１年３時間授業　視力検査（3・4年）　　立会演説会（４～６年　６校時）

図書館一般開放（１０：００～１７：００）

新6年登校（入学式・新学期準備）

着任式・前期始業式・入学式

図書館一般開放（１０：００～１７：００）

日 曜 学　　　校　　　行　　　事
心の

相談室

毎月第４金曜日に
資源回収を行います

４月は４月２４日（金）です

令和２年度も引き続き行います。皆様からご協力いた
だきました資源回収の収益で、学習環境の整備や教育備
品の購入に充てさせていただきます。

ぜひ、ご協力をお願い致します。

保護者と一体となった学年始めの指導と支援

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


４月から本校に着任した職員です。これから
様々な面でお世話になります。

どうぞよろしくお願い致します。

転入する職員のご挨拶

よろしくお願いします

教諭 本川 博基（もとかわ ひろき）

＜江別市立江別第二小学校から＞

３月に江別第二小学校を退職して、４月から

短時間勤務で子ども達とすてきな時間を過ごす

ことができるのを、とても楽しみにしています

本川 博基です。実は、２０年前、６年間江別

太小学校で大変お世話になりました。校舎は新

しくなりましたが、保護者や地域の皆様方の子

ども達にかける熱い思いは、今もきっと変わら

ないものと思います。再び、お世話になります。

どうぞ、よろしくお願い致します。

主幹教諭 青木 啓洋（あおき よしひろ）

＜江別市立江別第一小学校から＞

このたびの異動で江別第一小学校から着任

いたしました青木啓洋（あおき よしひろ）

です。引き続き新しい校舎で大好きな江別の

子どもたちと関われることを大変うれしく思

います。江別太小学校のあいさつが素敵な元

気いっぱいの子どもたちと出会えるのをとて

も楽しみにしています。保護者の皆様、地域

の皆様とも力を合わせて取り組んでいきたい

と思いますのでどうぞよろしくお願いいたし

ます。

特別支援教育支援員 龍本 はるな

（たつもと はるな）

4月から支援員としてお世話になります、龍

本です。

子ども達が笑顔で楽しく充実した学校生活を

送れるようサポートしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

校長 泉山 浩幸（いずみやま ひろゆき）

＜空知教育局から＞

この度の異動で、空知教育局から着任いたし

ました。江別市は、3度目の勤務となります。

今年度は、これまで以上に、家庭や地域と一

体となり、この難局を乗り切っていかなけれ

ばなりませんので、変わらぬご支援・ご協力

をよろしくお願いいたします。日々、子供た

ちが笑顔でチャレンジしゴールできるようが

んばりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

教頭 森國 聡（もりくに さとし）

＜千歳市立泉沢小学校から＞

この度の異動で参りました教頭の森國聡と

申します。江別市での勤務は２２年ぶり２回

目です。１日も早く慣れ、子どもたち、保護

者の皆様、地域の皆様のために力を発揮して

いきたいと考えています。どうぞよろしくお

願い致します。

理科専科指導講師 秋澤 裕

（あきさわ ゆたか）

＜江別市教育委員会から＞

江別第二小学校で定年退職し、江別市教育委

員会で特別支援教育コーディネーターとして５

年間勤務していました。

このたび、ご縁があって５・６年生の理科の

学習を担当することになりました。子ともたち

と一緒に自然に触れ、楽しく学習したいと思っ

ています。

どうぞよろしくお願いいたします。

教諭 田中 由佳（たなか ゆか）

＜江別市立大麻小学校から＞

1年ぶりにまたお世話になることになりまし

た。大好きな江別太小学校の皆さんと過ごせる

ことを大変うれしく思っています。新たな気持

ちで一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願

い致します。

◆４月１８日（土）に予定していた

参観日は中止とします。

PTA総会、学級懇談会については
開催の予定ですが、正式なご連絡は

8日（火）に致します。

４月の帰宅時刻は
午後６時ですが、暗くならないうちに帰りましょう。

一年間の中で、お子さんの様子をご覧いただ

いたり、ご協力をお願いしたい行事が色々あり

ます。詳しくはスクールカレンダーをご覧下さ

い。その中でも特に下記の日は、できれば今か

らご都合をつけておいていただきたい日です。

どうぞよろしくお願い致します。

★運動会 ６月６日（土）

★引き取り型下校訓練 ９月２日（水）

昨年度に続き２回目の訓練です。

今年度は、車で迎えが可能な場合の訓練です。

★学習発表会 １１月７日（土）

「まるごと江別太小学校」

「スクールカレンダー」 配布しました

本日、お子さんを通してお渡ししました。

ご家庭で保管して下さい。行事予定につきま

しては、感染症の対応等により変更する場合

がありますので、ご了承下さい。

新年度が始まりましたが、新型コロナウイル

ス感染症については、安心はできない状況が続

いています。昨年度に引き続き、学校では、次

のような取組等を行いながら、児童の安全や健

康に気を付けて参ります。保護者の皆様にもご

理解とご協力をよろしくお願い致します。

１.「健康観察シート」を活用した毎朝の健康観

察

２.体調不良の児童の対応

３.校舎内の定期的な消毒

４.教室の湿度保持と換気

５.来校者用アルコール消毒液の設置

６.手洗い指導の徹底

７.咳エチケットの実施

（入手困難な状況が続いていますが、マスク

の着用とハンカチの持参をお願いします）

８.水筒持参による水分補給

（必ずではありませんが、水筒に水かお茶を

入れて持ってきてもいいです）

９.大声や集団での発生を控えたり、向かい合わ

せにならない工夫等

１０.合同授業や休み時間のふれあい活動の自粛

１１.参観日の見合わせ

メールで急な連絡を行う場合があります。昨

年度は１００％の登録率でしたので、感染症

に伴った連絡をスムーズに行うことができま

した。

新１年生の保護者の皆様にも、ご協力をお

願いします。本日、メール登録についての説

明が書かれた文書を配布しています。アドレ

スや機種の変更等がありましたら、学校まで

ご連絡下さい。

千葉理久様より、８０枚もの手作りマスクを

いただきました。本当にありがとうございま

した。大切に使わせていただきます。


