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新年度がスタートしました
校 長 宮 崎 智 子

季節はずれのなごり雪に驚かされた3月末でしたが、春の気配があち

らこちらで感じられる頃となりました。鳥たちも子どもたちを待って

いるかのように、あちらこちらでさえずっています。子どもたちも春

休みを終え、新しい学年の始まりに胸ふくらませていることと思いま

す。新１年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。そして２年

生から６年生のみなさん、進級おめでとうございます。

さて、本校は4月6日、４５名の新１年生を迎え、今年度は１４学級、

児童数３３９名でスタートしました。

本校の「学校教育目標」は

〇よく考えて学習する子ども 〇やさしい心で助け合う子ども

〇進んでやりぬく子ども 〇いつも明るくじょうぶな子ども です。

この教育目標の達成に向け、今年度の重点目標を次のように定め、様々な教育活動を

進めてまいります。

〇自分の考えをしっかりもち、自ら考え 学びあう子

〇互いに認めあい、励ましあい、助け合う子

〇なにごとにも進んで取り組み、やりぬく たくましい子

〇進んで体を鍛え、どんなことにも粘り強くがんばる子

【自分の考えをしっかりもち、自ら考え 学びあう子】
授業を工夫し、分かりやすく・楽しく・ていねいに指導することで、主体的な学びを実

現し、学習内容の確実な定着を目指します。また、学習意欲を高める指導を通し、自ら学
ぶとともに互いに学びあい高めあう資質・能力を育成します。
【互いに認めあい、励ましあい、助け合う子】
学校生活全般における他者との交流やふれあい、様々な体験活動、読書活動等を通して

豊かな心の育成を図ります。また、人とのかかわりの入り口となる「あいさつ」を大切に
し、互いに認めあい、助け合う心を育てます。
【なにごとにも進んで取り組み、やりぬく たくましい子】
これからの社会で生きていくために必要な生きる力の根底となる「粘り強く、最後まで

あきらめず、進んでやりぬくたくましい態度や意欲」を育てていきます。
【進んで体を鍛え、どんなことにも粘り強くがんばる子】
すべての土台となるのが心と体の健康です。様々な方法で子どもたちの体力づくりを進

めていきます。

本校は今年度、開校50周年を迎えました。この1年を、子どもたちや関係する皆様と
ともに祝い、心に残るものにしていきたいと考えております。全教職員一同、未来を担う
子どもたちの健やかな成長を目指して、全力を尽くしてまいります。保護者、地域、関係
機関の皆様には、本年度も大麻東小学校に対し、変わらぬご支援とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
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校長 宮崎 智子

この度の異動で、北広島市立西の里小学校より参りました。保護者や地域、
関係機関の皆様と手を携え、子どもたちの健やかな成長のために力を尽く

していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

教頭 關口 涼

２年間の当別小学校勤務から、この度の異動で大麻東小勤務となりまし

た。４年前には中央小におりましたし、２０年ほど前には大麻東中に勤務し
ておりました。懐かしい地域での勤務を楽しみにしております。どうぞよろ

しくお願いいたします。

主幹教諭 大谷 忠義

市内江別第二小学校より赴任して参りました。４年前までこの学校でお

世話になっていましたので懐かしい思いです。子どもたちのため、そして地
域のために全力を尽くしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

教諭 恩田 一恵

１年生を担任する恩田一恵です。子どもたちの明るく元気な声と先生方

の笑顔に、大麻東小学校のあたたかさを感じています。保護者の皆様と協力
しながら、子どもたちが充実した学校生活を過ごせるようがんばりたいと思

います。よろしくお願いいたします。

教諭 鈴木 明子

この度の異動で、石狩市立八幡小学校から参りました、鈴木明子（すずき
のりこ）と申します。保護者の皆様とともに、子ども達のより良い成長を支

えていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

資源回収に ご協力お願いします！
毎月、第４土曜日は資源回収日です。置き場所等、わからない点がござい

ましたら、江別資源にお問い合わせください。（tel 011-384-1357）
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４月の予定 平成３１年度 大麻東小学校教職員

日 曜 行 事 等 相談日 給食 職名 氏 名 学担 校務分掌 PTA担当

１ 月 校長 宮崎 智子 顧問

２ 火 教頭 關口 涼 事務局長

３ 水 主幹教諭 大谷 忠義 教務部 事務局次長

４ 木 教諭 後藤 則史 １年１組 教務部 学年代表

５ 金 新６年前日登校 教諭 恩田 一恵 １年２組 活動部児童会係 研修厚生

６ 土 着任式 前期始業式 入学式 × 教諭 山崎 敬乃 ２年１組 研究部研究係 広報

７ 日 （知事・道議選挙） 教諭 佐藤 加奈 ２年２組 研究部研修係 企画

８ 月 振替休業日 教諭 髙藤 千春 ３年１組 活動部図書係 研修厚生

９ 火 交通安全指導① 通級説明会 △ 教諭 山田 愛子 ３年２組 活動部児童会係 広報

１年下校指導① 教諭 尾﨑 智康 ４年１組 研究部研究係 学年代表

10 水 交通安全指導② 1 年下校指 △ 教諭 藤原 舞子 ４年２組 活動部文化活動 研修厚生

導 知能検査 5年 職員会議 教諭 福井 朗 ５年１組 活動部体育係 広報 プール

11 木 1年下校指導③ △ 教諭 内山 貴子 ５年２組 研究部研究係 企画

12 金 3.4.5年学力検査 △ 教諭 今井 千裕 ６年１組 教務部 学年代表

2.4.6年二計測 教諭 荒屋 充治 ６年２組 指導部 企画

13 土 全校参観日 1時間授業 △ 教諭 小泉しのぶ あさがお 指導部 学年代表

①学級懇談 ②学校教育説明 教諭 玉田 瑞穂 あさがお 指導部 企画 雑巾

会 ③ PTA総会 教諭 森山 一樹 言葉と学び 指導部 学年代表

14 日 （東中参観日） 教諭 村松 麻子 言葉と学び 環境部 企画

15 月 4時間授業 家庭訪問① △ 教諭 髙橋 泰子 言葉と学び 活動部図書係 広報

安全点検日 教諭 鈴木 明子 言葉と学び 指導部 研修厚生

16 火 4-6 年 5 時間授業 1 年給食 ○ 教諭 四反田伸行 体育専科 教務部 広報

開始 家庭訪問② 1.3.5 年二 教諭 窪田 剛 TT 加配 教務部 広報

計測 1.5.6年交通安全教室 養護教諭 伊田 美鈴 指導部 研修厚生

1年生を迎える週間（～ 23日） 事務職員 渡辺昭四十 環境部 会計

17 水 4 時間授業 家庭訪問③ 図 ○ 時間講師 鈴木 恵理

書館開き 3.4年視力検査 施設業務員 瀧澤 俊幸 環境部

18 木 3 年図書館開き 6 年全国学 ○ 事務業務員 山崎 美香 環境部

力・学習状況調査 2-4 年交 給食配膳員 米澤 和江

通安全教室 1.2年視力検査 給食配膳員 岩淵祐美子

19 金 ４時間授業 5.6年視力検査 ○ 心の教室相談員 米田真美子

20 土 学習サポート 花田 吹黄

21 日 （市長・市議選挙） 支援員 吉川 靖代 言葉と学び

22 月 4 時間授業 家庭訪問④ 2.5 ○ 支援員 池田留美子 通常学級

年聴力検査 家庭学習強化週 支援員 玉村由起子 あさがお

間①（～ 5/10）

23 火 4-6年 5時間授業 ○

家庭訪問⑤ 1.3年聴力検査

24 水 ○

25 木 6時間授業 ○

校外班会議・集団下校訓練①

26 金 3-6年 5時間授業 ○

家庭訪問⑥

27 土
28 日
29 月 昭和の日

30 火 国民の休日

予定は変更になる場合があります。

○＝全学年給食あり

△＝一部の学年が

給食なし

×＝全学年給食なし

相談日とは、心の教室相談員

米田先生の来校日のことです。

時間等について、教頭または大

谷までお問い合わせください。

給食は、

○＝全学年給食あり

△＝一部学年が給食なし

×＝全学年給食なし
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少人数指導 習熟度別学習指導について
今年度も算数科において TT（チーム・ティーチング）、少人数学習指導また

習熟度別学習指導を実施します。TT、少人数学習指導また習熟度別学習指導
は、算数の授業の中で、よりきめ細かな指導を充実させ、子どもたちの基礎的

学習の定着を図ることを目的にしています。全学年の全クラスで行い、担任に
加えて、大谷主幹教諭、窪田教諭、四反田教諭が担当します。子どもたちの理

解がより深まるように、学習指導を進めてまいります。

体育専科教員による指導について
今年度から、体育専科加配教員が配置となり、四反田教諭が担当することに

なりました。児童の体力・運動能力向上、教職員の授業力の向上を目的とした
事業で、全学年の体育の授業を、四反田教諭を中心に行います。児童が楽しみ

ながら体力・運動能力の向上を図れるように、工夫した授業展開を進めてまい
ります。

「学校生活管理指導表」について
アレルギー疾患のあるお子さん、アナフィラキシ―を発症する恐れのあるお

子さんは、学校生活において制限されることがあります。また、万が一の場合
は薬品投与等緊急的な対応をとらなければならない場合も生じます。
お子さんが安全に学校生活を送れるように、留意点や緊急時の対応が示され
たものとして『学校生活管理指導表』があります。これは、通院している病院
の医師に必要な事項を記載してもらうものです。
私たち学校職員は、それに基づいて対応するようになっています。例年、お
願いをしておりますが、緊急的な対応が必要と思われる方は、学校に原本があ
りますのでお申し出てください。提出は任意ですが、お子さんが安全な学校生
活を送るためにも、提出をご検討下さい。

化学物質使用を控えることへの協力のお願い
増加傾向にあるアトピー性皮膚疾患、ぜん息等のアレルギー疾患や化学物質

過敏症などの発症の理由のひとつとして化学物質の関与が考えられています。
一般に、化学物質が与える影響は、大人より成長期の子どもの方が大きく、自
律神経や免疫、内分泌系等にも影響が出ると考えられています。
本校でも、ワックス、有機溶剤を含む塗料、化粧品、香水などに含まれてい

る化学物質によって、気分が悪くなる子どもが増えています。
そこで、本校では化学物質を含む製品の使用をできるだけ避け、健康で安全

に教育活動がすすめられるように努めております。保護者の皆様も、ご来校の
際は、できるだけ香水やにおいのきつい柔軟剤の使用をひかえ、化粧品・整髪
料は、においの少ないものを選ぶなどのご協力をお願いいたします。
また、ＰＴＡの活動や学級・学年レクレーション等で諸作業を行う場合は、
油性マジック、ラッカー、スプレー塗料、ボンドなどキシレン、トルエン等の
有機溶剤、石油系溶剤を含む製品の使用を避け、水溶性の塗料やボンドをご使
用下さいますよう合わせてお願い致します。ご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。


