
○○の秋 

副校長  黒木 美穂 
 

 ○○の秋、と言われる季節です。みなさんの一番の○○は何でしょうか。学校では「読書の秋」で「も

みじ読書旬間」の取り組みがありました。今年も各教室に担任ではない先生方が読み聞かせに行きまし

た。それぞれの先生方が選んだ本の読み聞かせを聞く子どもたちの素敵なまなざしはいいものですね。

しかしながら、やはりここでも感染症予防対策が必要です。昨年までは、読み聞かせする先生を子ども

たちが囲む形で行っていましたが、今年はタブレットを有効に使った読み聞かせが多かったようです。

画面に大きく映し出された映像は、囲む形で見るより大きいので、子どもたちにとって、よかったので

はないかと思います。図書室の司書も「三小の子どもたちは紹介すると、ちゃんと読んでくれるのでや

りがいがあります。」と言っていました。 
 
「語彙力」とは「語彙（言葉や単語）をどれだけ知っているか、それをどれだけ使えるかの能力」と

言われる力です。語彙力を付ける方法としてよく挙げられるのが「読書」です。高校生の読書量と語彙

力の関係を調べたある調査で、本を全く読まない子と１、２冊でも読む子の語彙力には差があり、１０

冊以上読む子との差はかなり大きいものだという結果が出ています。読書をする子は語彙力が高い、感

覚的にそうだろうと思っていたことが証明されていました。また、ある調査では、新聞とノンフィクシ

ョンを含む二分野以上のジャンルの読書をしている子の読解力が高い、という結果もありました。読む

ジャンルが広がれば、そこで使われている語彙の幅も大きいので、当然の結果なのかもしれません。「読

書は心の栄養」という言葉もあります。読書旬間は終わりましたが、これからも継続的に続けてほしい

です。 
 
「スポーツの秋」として「三小ギネス大会」が行われました。６年生が運動会に代わるもので、何か

できないかを考えました。校庭ではフラフープや輪投げ、体育館では反復横跳び、といった短い時間で

自分自身との勝負を楽しんでいました。様々なブースの説明を６年生が行い、「今だからできること」

を実践していました。できないことを嘆くのではなく、今の環境の中でできることを考えられる三小の

子どもたちと教職員です。 
 
１０月は「読書旬間」とのコラボで「１４ひきのやまいも」から「とろろご飯」、「ぐりとぐらとすみ

れちゃん」から「かぼちゃコロッケ」のように、本の中に出てくる料理を「ブックメニュー」として給

食で提供しました。「食欲の秋」だけではないですが、子どもたちが楽しく食べられるような工夫をし

ながら、日々給食を提供しています。１１月も白菜、大根、サツマイモ、りんご、さんま等の旬の食材

を様々活用し、安心安全第一で給食室も頑張っています。 
 
日が暮れるのも早くなりました。昼間と朝晩の寒暖差が大きな日も多くなってきています。体調を崩

していませんでしょうか。１１月はあいさつ運動から始まります。例年とは違い、学校のみで行います。

保護者の皆様や地域の方々との行事も復活できるとよいのですが「With コロナ」の生活様式が続く中で

は、今できることを無理のない範囲で行うことになると思います。今後もどうぞご理解ご協力をよろし

くお願いいたします。 
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１１月の目標 
【生活目標】            【あいさつ目標】             

   進んで体をきたえよう        「おはよう」のあいさつを自分からしよう   
 スポーツの秋です。外で体を動かすのが気持ちの良い季節です。コロナ感染予防を常に意識しながらの毎

日ですが、体育の授業などで思い切り運動し、リフレッシュしましょう。１０月に６年生が計画し実行して

くれた三小ギネスでチャレンジした種目も日常生活の中で繰り返しやってみて自主的に体を動かす児童に育

ってほしいと願っています。 

 １１月後半のマラソン旬間でも体を動かす楽しさ、走り続けるすがすがしさを感じられるようにしていき

ます。週末にスポーツをするなど、ご家庭でも体を鍛える機会を是非作っていただければと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けやきの時間では、講師に NPO 法人「おさかなポストの会」の山崎あゆかさんを 

お呼びして、多摩川の河川敷へ自然観察に行ってきました。 

はじめに、紙芝居でライフジャケットの正しい着方や川へ行くときの約束を聞きました。その後、川の

近くで活動できるようにと、当日作っていただいた橋を渡って石や植物、昆虫などの観察をしました。 

 子どもたちは、多摩川にある石の種類に驚き、珍しい蝶に出会うことができました。 

また、実際に投網
と あ み

を使って魚を捕る場面も見せていただきました。捕れた魚たちは 

学校へ持ち帰り、観察することができています。 

当初は雨が降りそうな天気でしたが、無事行うことができました。 

新しい多摩川の魅力に触れながら、大自然の中で充実した時間を 

過ごすことができました。 

学校生活の様子（３・４年生） 

４年生は、けやき（総合的な学習）の時間で「体の

不自由な方々とともに」という学習をしています。そ

の関連でゲストティーチャーの先生をお呼びしました。 

１３日（火）には、車いすダンサーの神原健太さん

がいらっしゃいました。パラリンピックの閉会式に参

加されたことをはじめ、貴重なお話をたくさん伺うこ

とができました。また、車いすを自由自在に操るダン

スを披露していただき、とても素敵な時間となりまし

た。 

２１日（水）には、ゴールボールの選手の安達阿記子さ

んがいらっしゃいました。ゴールボールを始めたきっかけ

やロンドンパラリンピックで金メダルを獲得されたお話な

どを伺いました。（その時の金メダルやユニフォームも見

せていただきました。）たくさんの質問にも丁寧に答えて

くださり、有意義な時間を過ごすことができました。 

その後、各クラスごとにゴールボールの体験をしました。

目が見えない体験をすることで、あいさつやコミュニケー

ションの大切さも教わることができました。 

４年生 けやき「体の不自由な方々とともに」 

 

３年生 けやき 「多摩川探検隊」 

 

 
理科の学習で 

ヤゴ採りもしました。 



 
少人数指導担当 石山 哲 
 

高学年算数教室では、昨年度と同様に学習のため
に来室次第、ノート・教科書を開いて前の時間の学
習活動を確認すること（＝算数のストレッチ）を指
導し、習慣付けています。そして、授業の冒頭に前
時の活動を言語化させることで、その日の学習活動
に入り込みやすいようにしています。併せて「予習、
復習」の大切さも折に触れて伝え、中学校進学以降
の学校生活にも対応できる児童の資質づくりを心が
けています。 

また、高学年算数教室には、三小のホームページ
からもダウンロードが可能な「ベーシックドリル」
のプリントを学年ごと、単元ごとに用意しています。
前時の振り返りが終わった児童は、その単元の学習
に合ったプリントを解くことで学習内容の定着を図
ります。このプリントは、学習課題が早めに終わっ
た児童の追加課題としても使用しています。その他、
単元の学習内容や児童の学習理解に応じて、ベーシ
ックドリル以外のプリントも適宜用意し、一層の定
着も図っています。 

今年度は３～６年生全ての単元のプリントを算数
室の棚やラックに常設し、いつでもやり残し、積み
残しを感じる単元の自習ができるようにしています。
ぜひ活用してほしいと思います。 

単元の終末にはプレテストとしてプリント「Ａ,

Ｂ」を解きます。単元の学習がどの程度身に付いた
かを確認させ、間違えてしまった問題と同種の問題
を解くように指導します。ワークテストに向け、適
切な対策ができるようにしています。 

コロナによる休校により学力が低下することがな
いように、引き続き指導していきます。 

 
少人数指導担当 堀川 美恵 

 
 今年度はコロナ対策のため分散登校で始まり、
クラス全員が顔を合わせ、授業が行われたのは６
月になってから。従来通りにはいかないことが多
い中、算数の学習内容を減らすことなく今日まで
進めてきています。 
 １年生は、２学期の「３つの数の計算」の授業
から１学級を２クラスに分け、少人数学習をして
います。今は「くり下がりの引き算」を練習中で
す。一般に足し算より分かりにくいとされる引き
算。ましてや“くり下がり”となるとかなりの強
敵に。半ば反射的に答えが出てくるくらいになれ
ばしめたもの。ぜひ１年生のうちに攻略しましょ
う！ 
 ２年生は「かけ算」が終了するところ。ご家庭
の方々の協力をいただきながら、九九の暗唱に真
剣に取り組んできました。検定を一つずつクリア
していく姿には、２年生としてのたくましさ、気
合いが感じられます。 
 算数は、よく「積み上げの教科」と言われます。
１０までの足し算引き算が分からなければ、くり
上がり、下がりはお手挙げ。かけ算があやふやな
ら、その逆のわり算で苦労することに…。低学年
で大きくつまずかないよう、そして「算数ってお
もしろい！」「役に立つ！」と感じてもらえるよう、
日々の学習を支えていきたいを思っています。 
では、今年も「かけ算九九」だじゃれクイズで

す。 
 
Ｑ１ ネコは、何匹鳴いているの？ 
   （ネコの鳴き声は、ニャー…） 
 
Ｑ２ サンバを踊っているのは何人？ 
   （サンバ…、サンパ…） 

                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊                  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本校では、例年、体力づくりの一環としてマラソン旬間を実施しています。実施期間中の中休み、全校一

斉に毎日マラソンを行っていましたが、今年度は感染予防対策として、全校一斉に外に出ることは行わず、

学年ごとに曜日を分けて、密を避けて実施します。各学年、週１回のみの取り組みとなります。これを機に、

各ご家庭でも、放課後や早朝にマラソンに取り組むなど、体力の向上に向けてご協力をお願いいたします。 

 

１．実施期間  １１月１７日（火）～１２月１８日（金） 

        火曜日３・５年  木曜日２・４年  金曜日１・６年 

２．時 間   朝（８：３０～８：４０） 

３．場 所   第三小学校 校庭 

４．留意事項  実施日は次の事項を参考に、ご家庭で登校前にお子さんの健康観察をしていただき、無理

のないようにお願いいたします。 

○睡眠時間を十分にとっていますか？ ○朝食はしっかりと食べていますか？ 

○顔色はどうですか？ ○風邪をひいていたり、具合が悪かったりしていませんか？ 

○走るのに適した服装をしていますか？（調節ができる服装で） 

 



１１月の行事予定             【お知らせ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

1 日  

2 月 放送朝会  挨拶週間始  委員会活動 

3 火 文化の日 

4 水 安全指導日 

5 木 水墨画体験５年 

6 金 日帰り移動教室６年  挨拶週間終 

7 土  

8 日  

9 月 放送朝会  クラブ活動 

10 火  

11 水 集会（ゲーム） 

12 木  

13 金 集会（マラソン） 

14 土 土曜授業日  ６年鼓笛発表会 

15 日  

16 月 放送朝会  クラブ活動 

17 火 マラソン旬間始（12/18まで）  避難訓練 

18 水 集会（放送委員） 

19 木 耳鼻科検診１・３・５年 

20 金  

21 土  

22 日  

23 月 勤労感謝の日 

24 火  

25 水 集会（人権） 校内研究授業 6-1 ※6-1 以外は４時間授業 

26 木 耳鼻科検診２・４・６年 

27 金  

28 土 土曜授業日 

29 日  

30 月 放送朝会  委員会活動  側わん(モアレ)検診５年 

１２月当初の予定 
１日(火) 保護者会６年 
２日(水) 保護者会５年 集会（落ち葉掃き） 
３日(木) 保護者会４年 安全指導日 歯科検診１・３・５年 
４日(金) 保護者会１年 
７日(月) 保護者会２年 放送朝会 
８日(火) 保護者会３年 

保護者会について 
 ２学期の保護者会は、学校にて行い

ます。児童と保護者が接触しないよう

に、また、その他感染予防対策を講じた

上で行います。そのため、年間行事予定

でお知らせした日程から変更して、左

記の「１２月当初の予定」のようになり

ます。ご理解、ご協力の程、よろしくお

願いいたします。詳細は各学年だより

に記載いたしますのでご確認ください。 

１１月のレインボールーム 
★火曜日担当★ 花嶋 舞桜 

１０日 １７日 ２４日 

  ★金曜日担当★ 細野 成美 

６日 １３日 ２０日 ２７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。 

ふれあい月間 
 １１月は「ふれあい月間」です。 

いじめ防止、早期発見、早期解決の

ために、道徳の授業に限らず、教育

活動全体を通じて、思いやりの心を

育てるよう心がけていきます。 

 ご家庭でも折を見て、お子様と優

しい言葉遣いや人との接し方、物を

大切にすることなどについて話し合

ってみてください。 

 

給食費について 
１１月分の給食費の引き落とし日は

１１月５日(木)です。 

入金締切日は１１月４日(水)にな

っていますので、お忘れなくご入金をお

願いします。 

予備の引き落とし日は２０日（金）で

す。入金締切日は１９日（木）です。 

地域運動会の中止について 
 年度当初には、１１月３日(火)に

地域運動会が予定されていました

が、本年度は中止となりました。ご

了承ください。 

保護者の参観は不可

とさせていただきます

が、撮影した動画を配

信する予定です。 


