
オンライン授業の経験を生かして 

                    副校長 黒木 美穂  
 2 学期が始まり、約１ヵ月が経ちました。夏休みが延長され、始業式後の４日間はオンライン授業が行

われました。4 日間のオンライン授業を成立させようと、夏休み中にオンライン朝の会を行ったり、始業

式の日にクラスルームに入ることができるか確認をしたりと準備を進めました。子どもたちも保護者の

方々も初めての試みに不安を抱かれたことと思います。実際に、たくさんのご支援、ご協力をいただいた

ことでなんとか４日間を終えることができました。ありがとうございました。 

 

実際の職員室の状況はというと、「近い将来、オンライン授業をしなければならない状況が来るかもし

れない。そのために、子どもたちにはクラスルームに入ることはできるようにしよう」と１学期から取り

組んできていました。また、オンライン授業の機会を目の前にして、臨時研修会も行いました。「自分たち

が楽しんでオンライン授業を行おう」という目標のもと、「不安なこと」「楽しみなこと」を出し合いまし

た。操作がうまくできるか、音声の問題が起きたらどうしよう、何か問題が起こったときに、子どもたち

に伝えられるか等…、教員たちも不安がありました。でもこの不安を少しでも軽減できるような研修会も

行われました。「これまでやったことのないこと」に挑戦するわけですから、大人も必死です。ただ、ここ

での合言葉は「子どもたちに失敗を恐れるな、と言う私たちが失敗を恐れてどうする！とにかくやってみ

よう！」でした。また「クラスの子どもたちを分かっているのは担任だ。だからこそ、担任が授業をしよ

う！」を確認して当日を迎えました。 

 

オンライン授業初日は、つながらないトラブルが多数発生し、担任以外の教職員がひっきりなしに対応

していました。2 日目も電話対応はありましたが、養護教諭のホットタオルの差し入れに、疲れた目を癒

しながら乗り切ることができました。算数少人数指導もそれぞれのクラスルームで実施されました。3 日

目、４日目ともなると、音楽、図工、家庭科専科もオンライン授業に挑戦です。子どもたちも操作にだい

ぶ慣れてきたように見えました。 

 

このように、各担任、各専科教員がそれぞれに通常に近いスタイルで授業を進めていくことができまし

た。始まる前に不安に思っていたことが実際に起きてしまうこともありました。困った事態に陥り、授業

を中断せざるを得ない場面もありました。しかし、通常登校が始まって、授業の様子を見に行くと、子ど

もたちのタブレットの扱い方のスムーズさに驚かされました。対面授業が始まり、子どもたちを目の前に

授業をしている教員の表情は一段と活力に満ちています。オンライン授業で見えてきたプラス面は対面授

業でも使える、という実感をもつことができました。これからもチーム三小、よりよい授業づくり、より

よいタブレットの利活用について校内研究でも進めていきたいと思います。 

 

交通安全週間中は地域の方々に児童の登校を見守っていただきました。ありがとうございました。いよ

いよ緊急事態宣言が解除されますが、まだまだ感染症予防対策は続けていきます。また、１０月は通常通

りとはいきませんが、感染症予防対策を講じて授業参観、運動会を実施する予定です。引き続き安全で安

心な学校づくりに全力を尽くしていきます。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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１０月の目標 

【生活目標】            【あいさつ目標】             

   進んで仕事をしよう        「おはよう」のあいさつを自分からしよう   

自分もまわりの人も気持ちよく過ごすためには，必要だと思う仕事を見つけ，実行することが大切で

す。自分たちの力で三小をよりよくしていきましょう。 



 

 

 

  
先日，夏休みの課題として出したオリンピック・パラリンピック 

観戦記録が各学年の廊下，そして西校舎と北校舎をつなぐ廊下に作 

成したオリパラロードに掲示されました。 

子どもたちの感想を学年ごとに一部抜粋してご紹介します。 

 

１年生・・・「相手の背中をたたみにつけようとしてがんばっているすがたを見て感動しました。」（柔道） 

２年生・・・「池江選手は，病気を克服して日本の代表選手としてオリンピックで活やくしていてすごいな

と思いました。」（競泳） 

３年生・・・「バドミントンの試合は，いつも遊びでやっている速さとは全くちがって左右でものすごい速

さで羽根が飛び回っていました。」（バドミントン） 

４年生・・・「目が見えないのに，ボールの位置がわかっていて，目で見ているような気がしたので，音の

力はすごいなと思いました。」（ゴールボール） 

５年生・・・「障害が重い選手と軽い選手で異なる役割があると分かった。役割が違っても助け合っている

ところを見てかっこいいなと思った。」（車いすバスケットボール） 

６年生・・・「自転車レースで転倒して，医者から自転車に乗れないと告げられても，自分を信じてレース

にのぞんだのがカッコイイと思いました。」（パラ自転車競技） 
 

一人一人の子どもたちの感想から，スポーツのさまざまな魅力，選手の姿を通して挑戦する勇気や諦めず

に努力を継続することの大切さ等，それぞれの心に響いた思いがあり，今までのオリパラ教育での学びが生

かされているのだなと感じることができました。 

１１月には，TOKYO2020大会に出場されたパラリンピアンの方々が講師として三小へ来てくださる 

予定です。オリンピック・パラリンピックが終了してからも，今までのオリパラ教育の学びや今回の観戦を

通して感じた思いをこれからの生活に生かすきっかけになってくれることを願っています。 

 

 オリパラロードにオリンピック・パラリンピック競技の 

ピクトグラムクイズコーナーを設置しました。 

オリンピックの開会式で話題になった「ピクトグラム」は， 

１９６４年の東京オリンピックが始まりと言われています。 

子どもたちは，オリパラロードを通った際にピクトグラムのクイズを手に取り， 

「あっ，見たことある～。」「このピクトは，あの競技じゃないかな～？」 

「オリンピック・パラリンピック，こんなに競技があるんだ～。知らなかった。」 

とにぎわう様子が見られています。 
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体育的行事委員長 髙瀨 桃子 

昨年度は，新型コロナウイルス拡大により，様々な行事が中止となってしまいました。運動会もその一つで

す。今年度は，感染症対策により，練習や当日の運営等に様々な制約があるため，実施種目を減らして以下の

ような形で行うこととなりました。今後の状況によって変更もあるかと思いますが，どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来月の運動会に向けていよいよ練習が始まります。当日，万全の体調で運動会に参加できますよう，ご家庭

でも体調管理をよろしくお願いいたします。 

なお，今年度の運動会は感染症予防の観点により，各家庭の保護者の方のみの参観となります。誠に失礼な

がらご来賓の皆様はご遠慮いただきたく存じます。ご理解ご了承いただきますとともに，今後とも子どもたち

へのご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

文化的行事委員長 平井 啓資 

 今年度の発表会は，感染症対策を行いながら実施する予定となりました。仲間と協力してつくりあげる場を

設けることで，学習に対する意欲などを高めることができ，その経験を学習や生活に生かすことを期待してい

ます。日頃の学習の成果を表すものとして，各学年で発表内容を考え取り組みます。 

 ★日時 

  １年生  １１月２２日（月） ９：４０～ 

  ３年生  １１月２２日（月）１１：３５～ 

  ５年生  １２月 １日（月） ８：５０～ 

  ２年生   １月２７日（木） ９：４０～ 

  ４年生   １月２７日（木）１１：３５～ 

  ６年生   １月２７日（木）１３：４０～ 

  ※時間等，詳しくは後日配布のお便りをご覧ください。 

★鑑賞 

保護者の鑑賞については，感染状況に応じて判断する予定です。学校への来場ができない場合は，動画配

信での対応となります。時間の変更はありません。新型コロナウイルス感染症蔓延予防の観点から，ご理

解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

★日時：１０月３０日(土) ※雨天順延 

★実施時間(予定)：８：４０～１２：１０ 

開会式 ８：４０～８：５０(６年鼓笛隊) 

１年  ９：００～９：３０ 

２年  ９：３０～１０：００ 

３年  １０：００～１０：３０ 

４年  １０：３０～１１：００ 

５年  １１：００～１１：３０ 

６年  １１：３０～１２：００ 

閉会式 １２：００～１２：１０ 

★種目：団体演技（学年によってプラスで団体競技） 

★参観：お子様の学年のみの参観となり，完全入れ替 

え制になります。各学年のプログラムがチケ 

ット代わりとなります。ご協力をお願いいた 

します。詳細は，後日配布する運動会のお知 

らせをご覧ください。 

※プログラムは入場時に必要になります。 

※１年：ピンク 2年：黄 ３年：水色 

４年：オレンジ ５年：黄緑 ６年：紫 

※今年度はお弁当の持参はありません。 

※敬老席は用意いたしません。 

 



１０月の行事予定            【お知らせ】 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

1 金 卒業アルバム写真撮影６年 

2 土  

3 日  

4 月 放送朝会 委員会活動 

5 火 就学時検診           ※特別時程 全学年12:45校 

6 水 石拾い集会  ※市内研究会のため6-1は５時間，他クラスは４時間授業 

7 木 安全指導日 

8 金 日光移動教室事前検診６年 

9 土 授業参観 避難訓練 

10 日  

11 月 振替休業日 日光移動教室始６年 

12 火  

13 水 石拾い集会 日光移動教室終６年 

14 木 ６年振替休業日 

15 金  

16 土  

17 日  

18 月 放送朝会 クラブ活動 運動会特別時程開始 

19 火  

20 水 石拾い集会 

21 木  

22 金  

23 土  

24 日  

25 月 放送朝会 運動会係活動６年 

26 火  

27 水  

28 木  

29 金 運動会リハーサル 

30 土 運動会 

31 日  

１０月のレインボールーム 

★火曜日担当★ 花嶋 舞桜 

５日 １９日 

★木曜日担当★ 杉沢 智子 

５日(火) 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 か々らのご相談や電話での予約も受

け付けております。留守番電話の内容は勤務日に

確認いたします。ぜひご活用ください。 

 

 

１１月当初の予定 
１日（月）振替休業日      ８日（月）委員会活動 

２日（火）あいさつ運動始         読書旬間始 

４日（木）安全指導日      ９日（火）歯磨き指導３年 

第２３回第三小学校地区 

合同防災訓練の中止について 

 第三小学校地区では，平成１１年より第三

小学校地区まちづくり協議会を中心として

毎年開催されておりました。今年も年度当初

には１０月９日（土）に予定されていました

が，昨年度と同様に，中止となりました。 

訓練はできませんが，災害に備えて，避難

経路や家族の集合場所の確認，非常用持ち出

しバックの点検など，各ご家庭での取り組み

をお願いいたします。 

給食費について 

１０月分の引き落とし日は１０月５日

(火)です。入金締切日は，１０月４日(月)
になっていますので，お忘れなくご入金を

お願いします。予備日は２０日（水）入金締

切日１９日（火）です。 

土曜授業日について 

１０月は２回の土曜授業があります。９

日は授業参観日，３０日は運動会となって

います。両日とも，翌月曜日は振替休業日と

なります。 

感染予防対策を講じながらの授業参観，

運動会となります。開催方法等，例年とは大

幅に変更するところがございますので，詳

細のお便りをよくご覧の上，注意事項は必

ず守っていただきますよう，ご理解，ご協力

をお願いいたします。 

授業参観についてのお便りは本日配布い

たしました。運動会については，後日に配布

いたします。 


