
  
見通しをもった準備を  

                   副校長   黒木  美穂   
 

３学期が始まって、早１ヵ月。今年度も残り２ヵ月となりました。といっても、登校

日はあと３６日です。３学期の始まりは「次学年の０学期」というスタートをきりまし

た。次学年への進級を迎える４月に、どんな姿になっていたいのか、そのために今必要

なこと、頑張ることは何か等を目標にして、日々子ども達は学校生活を送っています。

教室には、それぞれの児童がこの３学期に取り組むことが掲示されています。具体的に

書かれている子もいれば、そうでない子もいます。具体的な目標が立てられないと、何

をしていいのかわからず、時間だけが過ぎて行ってしまいます。立てた目標について振

り返ったとき、達成できていることが望ましいと思いますが、なかなか達成できないこ

とも多いと思います。自分の立てた目標の達成に向けてどれだけ意識して一生懸命取り

組むことができたか、達成できなくてもどのくらいの成果がでたのか、というように、

そこまでの過程の中でも成長を実感できたり、大人が実感できるようにしたりすること

も大切なのではないかと思っています。  

本校の教職員も、来年度の三小をどのようにしていくかをまとめる時期に入ってきて

います。今年度の反省を受け、子ども達はもちろん、保護者、地域、私たち教職員にと

っても、よりよい学校にしていこうという準備期間です。この準備をしっかりしておか

ないと、気持ちよく新年度のスタートを切ることはできません。子ども達の評価ととも

に、保護者・地域の方々からの学校評価も参考にさせていただきながら進めているとこ

ろです。詳細は別紙で後日お知らせいたします。  

２月の終わりには作品展も予定されています。発表会での子ども達の活躍も記憶にあ

るところですが、作品を通した子ども達の表現を見ていただける絶好の機会です。運動

会や発表会と同じように、大きな学校行事の一つです。計画的に準備を進め、教職員全

員で子ども達の発表の場を設定する予定です。お忙しいこととは思いますが、足を運ん

でいただき、鑑賞していただけると嬉しいです。  

 

暦の上ではもうすぐ立春ですが、本格的な寒さがこれから始まる、という天気予報も

出ています。残念ながら、インフルエンザも猛威を奮っています。学校では、手洗い、

うがい、換気等で予防を促しています。ご家庭でも規則正しい生活（バランスの良い食

事、適度な運動、十分な睡眠）を送ることができるようご留意、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。  

 

令和２年１月 31 日２月号  

調布市立第三小学校  

校  長  辻  久恵  
H   P:   h t t p : / / www.ch ofu -sch o ol s . j p / ch ofu -3 sh o 

メールアドレス     ： ch ofu -3 sh o@chofu -sch oo ls . j p  

２月の目標 
 【生活目標】             【あいさつ目標】  
    寒さに負けず元気よく遊ぼう       挨拶を自分からしよう  

今月は、なわとび週間を通して ,休み時間等で積極的に推進します。同時に，外  

遊びを励行して体力の保持増進を図っていきます。  

三小ケヤッキー  



６年生 

 １学期は「自分の生き方を見つめて」というテーマ

で学習しました。今の自分を見つめ直し、ゲストティ

ーチャーの方の話を聞いたり、大人の方にインタビュ

ーをしたりして、自分の将来について考えました。「日

光に学ぼう」の学習では、日光移動教室に向けて、日

光の自然や文化、歴史など、それぞれがテーマを決め

て調べ、パンフレットにまとめました。 

 ２学期の「日本の文化について調べよう」では、茶

道の体験をしました。作法や心構えを教えていただい

たり、自分でお茶をたてていただいたりしました。ま

た、伝統文化について調べ学習をし、伝統文化を未来

に引き継ぐ方法を考え、パネルディスカッションをし

ました。 

３学期は「健康について考 

えよう」という学習で、保健 

の「病気の予防」の学習や、 

調布警察の方から「薬物乱用 

防止」についてのお話を伺い 

ました。このことから、「健康に過ごすために、でき

ることは何だろう？」という疑問をもって学習を進め

ていく予定です。 

３年生  

 １学期は「カイコを育てよう」の学習をしました。毎

日餌をあげたり、箱を清掃したりして大切にお世話をす

る中で「先生カイコ本当にかわいい！」と、とても愛着

をもっていたのが印象的です。また、繭を作るようにな

るまでの飼育の経過を丁寧に観察し、ワークシートやポ

スターにまとめました。 

２学期は「多摩川探検隊」 

の学習をしました。初めに 

水辺の楽校の講師の先生を 

招き、多摩川周辺に住む鳥 

や魚についてのお話を聞い 

たり、多摩川に実際に行ってみたりしました。その中で

自分の課題をそれぞれ見付け、調べ学習を進めました。

この写真は、水辺の植物について課題設定したグループ

の情報を共有している様子です。どのグループも非常に

意欲的に活動し、多摩川についての知識を深めました。

最後に調べたことの発表会を行い、表現力も高めました。 

３学期は、「世界のあそび」を学習します。日本と海

外の遊びの共通点や相違点を知り、今後海外の文化に親

しんでいくきっかけの学習にできればと思っています。

また「情報教育」の学習もし、ローマ字入力やインター

ネット検索の方法について学んでいく予定です。 

 

５年生 

「ラグビーW 杯を盛り上げよう」では、調布市で

行われたラグビーW 杯を盛り上げるために、ラグビ

ーの魅力について調べていく中で、ウォークライとい

う試合前に行うダンスを行う国があることにたどり着

きました。ニュージーランド、サモア、フィジー、ト

ンガにウォークライがあることを知り、運動会でウォ

ークライを披露しました。ラグビーW 杯を身近に感

じることができた学習となりました。3 学期には、サ

モアの方々が三小にいらしていただけるということで、

現在サモアについて調べています。 

「八ヶ岳に学ぼう」の学習では、八ヶ岳の自然や歴

史などテーマを決めて調べ、９月からの八ヶ岳 

移動教室に臨みました。ハイキングや農業実践大学校

で実際に体験し、学んだことや感じたことをまとめ、 

４年生に工夫を凝らした 

発表を行いました。 

４年生は来年の八ヶ岳 

移動教室に興味をもち、 

見通しを立てることが 

できました。 

 

４年生 

１学期の「いろいろな文化にふれよう」の学習では、留

学生の方に来ていただき、海外の文化について教えていた

だきました。その学びを生かし、様々な国の文化・習慣に

ついて調べ、ポスターセッションをしました。また、落語

家の方を招き、日本の文化について楽しみながら学びまし

た。 

 ２学期の「体の不自由な方々と 

ともに」の学習では、手話・点字 

・ブラインドウォークを体験しま 

した。実際に手話などを体験する 

のは初めての子が多く、意欲的に取り組みました。また、

夢・未来プロジェクトでは、一学期の時に観戦した車いす

バスケットボールを実際に体験しました。どの立場の人も

一緒になってスポーツを楽しむことができる良さを感じる

ことができました。この経験を通して、様々な立場の方が

共に暮らしていくために、自分ができることについて真剣

に考え、話し合いました。 

 ３学期の「未来に向かって」の学習では、今までの自分

の成長やそれを支えてくれた人の存在、現在の自分につい

てじっくり向き合っています。今後自分がどのように生き

ていくか、どんな２０歳を迎えたいかを、それぞれが考え

ています。 

 

 

 

 

（総合的な学習の時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介します！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養護教諭 藤田 晃子 

 

 

 

 

 

 

予防方法は、花粉をつけない！・持ち込まない！ 

 

  

                              

 

花粉症シーズン到来です！ 

保健室でも「くしゃみと鼻水が・・・」と訴える児童が来室します。目のかゆみ、鼻症状等強い場

合は、受診をお勧めします。薬が処方され、学校でも服用が必要な場合はご相談ください。 

 

 かぜ？ 花粉症？ かぜ・花粉症のちがい 

帽子ﾒｶﾞﾈマスク   ツルツルした服       天気予報を確認      ドアの前で花粉を落とす       手洗い・うがいをする      顔をあらう 

            

 
 
寒い日が続くと、冬はどうしても運動不足になりがちです。本校では、体力づくりの一環として、

今学期になわとび旬間を実施いたします。なわとびには様々な技があり、毎日練習に取り組んで技を
習得することに伴って、体を思いのままに動かす力が高まってきます。なわとびを通して、楽しみな
がら体力を高められるように取り組んでいきます。 
 下記のような内容で実施いたします。毎朝お子様の体調を観察していただき、怪我のないよう行っ
ていきたいと思います。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
 

  １、実施期間   １月２９日（水）～２月１４日（金） ※１０日から１４日は長なわ週間 
           （２月６日はなわとびの、２月１０日はダブルダッチのパフォーマーによる 

なわとび教室を開催） 
 

２、時間     中休み・体育の時間を中心に取り組みます。 
 

３、実施方法   なわとびカードを使用し、個人の目標に応じたいろいろな技に挑戦します。 
両足とび、かけ足とび、あやとび、二重とび、はやぶさ、側振とび、二人技 
などがあります。持久とびにも挑戦します。 

 

４、持ち物    短なわ（体に合った長さにしましょう。） 

 汗ふきタオル 



２月の行事予定               【お知らせ】 

日 曜日 行 事 予 定 

1 土  

2 日  

3 月 朝会 委員会 

4 火 避難訓練  

5 水 安全指導 

6 木 なわとび教室 

7 金  

8 土 土曜授業 ハッピーランド（１，２年） 

9 日 四校親善ソフトボール大会（三小） 

10 月 なわとび集会 クラブ 

11 火 建国記念の日 調布市ドッチビー大会 

12 水 なわとび集会 郷土博物館見学（3年） 

13 木 朗読の会（4年） 

14 金 新１年保護者会(１,２年４時間授業) なわとび旬間終わり 

15 土  

16 日  

17 月 朝会 クラブ(３年生見学) 

18 火 なかよしランド（1年） 

19 水 集会(給食)  全学年４時間授業(市の研究会のため） 

20 木  

21 金 作品展始まり（２／２８まで） 

22 土  

23 日 天皇誕生日 ソフトボール大会予備日 

24 月 振替休日 

25 火  

26 水  

27 木 サモア交流会  ２・３・４年保護者会（５校時公開） 

28 金 １・５・６年保護者会（５校時公開）作品展終わり  

                                  

 

 

３月当初の予定 

２日(月)委員会（最終） ４日(水)６年生を送る会 

６日(金)仲良しタイム（５年中心） ９日(月) クラブ（最終） 

１１日(水) スマホ携帯安全教室５年（４校時）・６年（３校時） 

保護者会のご案内 
２月２７日(木)２・３・４年 

２月２８日(金)１・５・６年 

 

 今年度最後の保護者会です。５校時は

各学年公開授業を行います。詳細は,後

日配布いたします案内をご覧いただき,

時間・場所等をご確認の上,ぜひご出席

ください。 

次年度（令和２年度）の行事について 

第７回「調布市防災教育の日」 令和２年４月２５日（土） 

内容：①安全教育、命を守る教育の公開 ②防災講演会 

③引き渡し訓練 ④避難所開設訓練 

給食費の引き落としについて 

今月の引き落とし日は６日(木)で、入金

締切日は２月５日(水)です。予備の引き落

とし日は２６日（水）（入金〆切り２５日

（火）です。２月分と３月分をまとめて

引き落としますので、ご注意ください。 

１年生…９３８９円 

２年生…９２２８円 

３年生…９５２９円 

４年生…９２６０円 

５年生…８９９０円 

６年生…９２７０円 

滞納状況となっているご家庭について、

解決のための面談を予定しています。ご

協力ください。 

 

２月のレインボールーム 

★火曜日担当★ 野中 瑞貴 

４日 １８日 ２５日 

  ★金曜日担当★ 細野 成美 

７日 １４日 ２１日 ２８日 

 開室時間 ９：００～１６：３０ 

 直通電話  ４８５－１２５７ 

 ☆保護者の方々からのご相談や、電話で

の予約も受け付けております。 

 

調布ＦＭの放送について 
給食委員会と６年生代表児童が、三小

の給食の様子を劇やスピーチで紹介しま

す。ぜひお聞きください。 

ラジオレター調布の教育 

2月 12日（水）18：10頃 

2月 16日（日）14：40頃（再放送） 


