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江別市立江別太小学校

学 校 便 り

令和３年４月７日

ＮＯ．１

日ざし に 春 の 暖 か さ が 感 じられるよき日に、新1年生６２名を迎え 、 本 日 4月 7日 (水 )

から令和３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、

昨年度同様のご支援・ご協力をどうかよろしくお願いいたします。また、コロナ禍にあって、その

時々の状況を見極め、子供の安全・安心を踏まえた行事等を進めてまいりますので、実施方法

の変更や延期などがあった場合のご理解・ご協力を重ねてお願いいたします。本校の教育目標は、

下記のとおりです。家庭や地域と連携して、知・情・体・意をバランスよくはぐくんでいくことが大切です。

そこで、今年度の重点を「できた！わかった！やるぞ！笑顔の輪」というキーワードで設定し、
日々の授業等をとおして、子供達一人一人の自己肯定感や自己有用感を高める取組を行ってまいりま

すので、各ご家庭においても家庭学習などの取組の後押しを行っていただける

と幸いです。また、子供の合い言葉となっている★ 『あいさついっぱい!』

★『思いやりいっぱい!』★『やる気いっぱい!』は、継続して児童会活動な

どと関連付けて、日々意識付けを行ってまいります。入学した新１年生に

は、本校のよさの一つであるあいさつ運動や思いやりの大切さについて

入学式でお話をいたしました。下記に校長式辞の一部を紹介いたします。

それでは、元気いっぱいの皆さんに、お友だちとなかよしになる⽅法のお勉強をしますよ。
それは、みんなに、にこにこ笑顔であいさつをすることです。
「おはよう」、「さようなら」、まちがえた時には、「ごめんなさい」、この⾔葉を使う度に、
お友だちがどんどん増えていきます。その中でもお友だちが⼀番できる魔法の⾔葉があります。
それは「あ・り・が・と・う」です。
「ありがとう」、「ありがとうございます」この感謝の⾔葉を⾔えるとすぐにお友だちができます。
１年間でたくさんのお友だちをつくってください。
校⻑先⽣は、皆さんがお友だちをたくさんつくって⼤きくなっていけるよう応援します。
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今年度の本校職員です。子供たちの健やか
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
お願いいたします。
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昭和の日

1年生を迎える会（2h)　委員会③

家庭訪問⑤　特別日課午前授業　歯科検診(2・3・5年) ◇

家庭訪問⑥　特別日課午前授業　　 交通安全教室(1・4・6年)

図書館開放（１０：００～１７：００）

家庭訪問④　特別日課午前授業

委員会②　 　資源回収日

図書館開放（１０：００～１７：００）

5・６年60分授業

家庭訪問③　　特別日課午前授業　　交通安全教室(2・3・5年)

歯科検診(1・4・6年、おおぞら)
◇

家庭訪問①　特別日課午前授業　聴力検査（2・5年）

家庭訪問②　特別日課午前授業　　聴力検査（1・3年、おおぞら） ◇

土曜授業①　特別日課

2時間授業 　参観日（1年生）　学校経営説明会　 PTA総会

図書館開放（１０：００～１７：００）

標準学力検査（NRT）（2～6年）　　視力検査（2年） ◇

午前授業 　視力検査（1年）　知能検査（3年）

1年3時間授業　二計測（1年、おおぞら） ◇

1年給食開始　1年午前授業（～4/30金）　児童会委員長会議

視力検査（3・4年）　　　5・６年60分授業

図書館開放（１０：００～１７：００）

1年3時間授業　二計測（2～4年）　認証式（朝）

1年２時間授業　二計測・視力検査（5年）　委員会①

図書館開放（１０：００～１７：００）

着任式　　前期始業式　　入学式

1年２時間授業　交通安全街頭指導（職員）　　二計測・視力検査（6年） ◇

新6年登校（入学式準備）

図書館開放（１０：００～１７：００）

図書館開放（１０：００～１７：００）

日 曜 学　　　校　　　行　　　事
心の

相談員

毎月第４金曜日に
資源回収を行います

４月は４月２３日（金）です
令和３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。

～ご入学・ご進 級おめでとうございます。～

保護者、地域住民と一体となった学年始めの指導と支援!
★ 新しい生活様式の定着 と ★ 交通安全指導の徹底 校長 泉山 浩幸

江別太小学校の教育目標

心身共に健康で豊かな心をもち自ら実践できる子供

◇すじ道をたてて考える子供 ◇やさしく思いやりのある子供 ◇健 康で明るい子供 ◇ねばり強くやりぬく子供
（知） （情） （体） （意）

◆学習への意欲・態度
◆しっかり聞き・話す・書く
◆学び合いで⾃⾝を⾼める
◆読書習慣を⾝に付ける

◆明るく元気なあいさつ
◆正しい⾔葉づかい
◆お互いのよさを⾒付け合う
◆友達を⼤切にする
◆命や⾃然を⼤切にする

◆健康・衛⽣的な⽣活
◆進んで運動に取り組む
◆安全に⼗分気を付ける
◆⾷事のマナーを守る

◆決まり・約束を守る
◆⽬標を最後までやり抜く
◆清掃等、しっかり働く
◆⽣活リズムの定着



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 長岡 弘佳（ながおか ひろか）

＜江別市立北光小学校から＞

このたびの異動で北光小学校から着任しま

した長岡弘佳です。引き続き江別市での勤務

になりますが、今年度からは新たに江別太小

学校のたくさんの元気な子どもたちと一緒に

勉強したり遊んだりすることになり、大変楽

しみにしていました。一日も早く学校に慣れ、

子どもたちと楽しく充実した日々を過ごせる

ように頑張りますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

教諭 松尾 純子（まつお じゅんこ）

＜石狩市立双葉小学校から＞

このたびの異動で石狩市立双葉小学校から

着任いたしました。明るくぬくもりのある江

別太小学校で勤務できることを、大変うれし

く思います。元気で素直な子供たちの顔と名

前を早く覚えて、一緒に学習や活動ができる

ことを楽しみにしています。保護者や地域の

皆様とともに、子供たちの健やかな成長をサ

ポートしてまいります。どうぞよろしくお願

いいたします。

教諭 辻本 若菜（つじもと わかな）

＜千歳市立北陽小学校から＞

千歳市立北陽小学校から着任しました辻本若

菜です。江別市での勤務は２回目になります。

江別太の子供たちと出会えることを楽しみにし

てきました。元気いっぱい、笑顔いっぱいに学

習していけるように、保護者や地域の皆様と力

を合わせていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。

学習サポート 本多 美樹（ほんだ みき）

日々、心を尽くし、手を尽くして、子供たちの

健やかな成長を育んでくださっている教育現場の

少しでもお手伝いができましたらと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。

「まるわかり江別太小学校」配布いたします
明日お子様を通してお渡しいたします。ご家庭で保管し、ご活用願います。昨年度と大きく変更

しておりますので、十分にお読みなっていただきますようお願いいたします。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。

「まるわかり江別太小学校」は、重要なことをまとめているものですが、特にその中でもご理解

いただきたいことは次の通りです。

○児童玄関前道路での駐停車は禁止です。やむを得ず車で来校する場合

は必ず駐車場にお入れ願います。

○児童の登校時間は、８時０５分から８時１５分です。早くならないように

お願いいたします。

○えべつスマート４ルールより、TVやゲームの時間は２時間以内となって

います。また、メール等での友達とのやり取りは９時以降は行わないこととなっています。

○職員の勤務時間の関係により、学校の電話対応時間を７時４０分から１７時３０分とさせていただ

きます。緊急の場合は、この限りではありません。

図書館司書 阿部 真実子（あべ まみこ）

新しい環境に飛び込むのは、いつでもドキドキ
します。でも今回は、懐かしさもあります。なぜ
って、新校舎の図書室は、私が立ち上げを担当し
た思い入れのある場所なのですから。たくさん使
われて素敵に成長した図書室を見られるのはなん
て幸せなことでしょう。感謝と気合いを込めて、
江別太小学校の皆さんと地域の方々が本と良い出
会いができるよう、力を尽くして参ります。どう
ぞよろしくお願いいたします。

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。

４月１７日は、全校２時間の土曜授業を行い
ます。当初の予定では、２校時目に全校参観日
を予定しておりましたが、感染症の拡大を防止
するため、次の通りに実施いたします。ご理解
いただきますようお願い申し上げます。

○授業参観は１年生のみと
し、各ご家庭１名とさせ
ていただきます。（２年生
以上については、昨年度末
に授業参観していただきま
したので、大変申し訳あり
ませんが、５月１０日（月）【４－６年・
おおぞら】１３日（木）【１～３年】までお
待ちいただきますようお願い申し上げます。）

○２校時目終了後、体育館にて学校経営説明会、
ＰＴＡ総会を行います。昨年度実施できませ
んでしたので、今年度は実施したいと考えて
います。対象は全学年の保護者の皆様です。
たくさんのご参加をお待ちしております。

○学校経営説明会、ＰＴＡ総会終了後、全学級
で学級（学年）懇談会を行います。懇談会も、
昨年度１度も実施できておりませんので、ぜ
ひご参加願います。なお、今年度もＰＴＡ

学級役員は決めません。

※詳しくは、後日プリントでご案
内いたしますので、ご確認願いま
す。

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。道や市からの通知や昨年度の活動

状況等を考慮し、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

願いいたします。

１.「健康観察シート」を活用した毎朝の健康観

察（検温等）

２.風邪症状等がある場合は欠席

（同居家族含む）

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

（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.大声や集団での活動を控えたり、向かい合わ

せにならない工夫等（特に給食時間に注意）

１０.学習活動の制限（調理実習等）

学校からの急な連絡はメールで行います。昨

年度は１００％の登録率でしたので、感染症に

伴った連絡等をスムーズに行うことができまし

た。登録へのご協力に感謝いたします。

新１年生や転入生保護者の皆様にも、ご協力

をお願いいたします。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おります。

２年生から６年生のご家庭でアドレスや機種

の変更等がありましたら、学校までご連絡下さ

い。

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。

居酒屋「日本海」様より、

かき氷機をいただきました。

本当にありがとうございまし

た。1 日も早く使用できる日

が来ることを願っています。

校長の泉山です。いつも大変お世話になっております。
この度、下記の期間におきまして、検査入院することとなり

ましたので、本便りにてご報告させていただきます。
年度始めの大切な時期に不在となることをお許し願いま

す。(この間、教頭と連絡を取り合ってまいります。)
４月２２日(木)～５月５日(水)


