
学習環境を整えることに努める 

                       校長  秋國 光宏 

 

 今年度より行事名を改め、子どもたちが取り組んでいる日常の学習内容を発表することにした「学習

発表会」については、保護者の皆様から 100 件を超える励ましのお声等をお寄せいただき誠にありがと

うございました。寄せられたコメントの中に「子どもの成長を感じられた」「このコロナ禍の中で、鑑賞

できてよかった」等の子どもたちの学びや努力を評価していただけた内容は、教職員一同の励みにつな

がっています。 

 学校行事は、目標に向かって子どもたち全員が力を合わせて取り組むことができる学校教育ならでは

の貴重な機会と捉えています。教員は、子どもたちの発達段階を考慮し、子どもが主体的に活動に取り組

めるよう学習環境を整えることに努めています。例えば、１年生であれば、 

学習発表会とは何かという学校行事そのものの理解から始まります。６年生 

であれば、日常の学習で在校生や保護者に伝えたいこととは何かという課題 

設定から、伝えるための手段や方法等を自分たちで考えることまで取り組み 

ます。低学年であれば、教師が発表する在り方として「教える」ことが多く 

あると思いますが、中・高学年になるにつれて子ども自らが課題を発見し、 

その解決に向けて自分で調べたり、周りの友達と相談したりと様々な手だてを施して、自分たちが叶え

たいと思っているゴールに近づけていくと捉えています。子どもたちは、正に自分たちで「学び」ながら、

自己の目標を達成していこうとしていると思うのです。 

 教員は、子どもたちの「学び」を充実させるために、課題解決のための「学び方」を指導しています。

言い換えるなら学習環境の整備をして、その中で子どもたちがどのように取り組めているか進行管理を

します。子どもが活動に行き詰まったり、悩んだりしていたら助言や支援をします。整備した環境が学習

効果を上げているのかを吟味しながら、課題があり不十分な状況であれば、整備し直し改善を図ります。

こうした子どもたちが学びやすい環境づくりが、これからの学校教育では更に大切になるとともに、教

師の重要な取組になるとも考えています。 

 今回の学習発表会では、途中感染症の影響で不安視する状況もありましたが、子どもたちの実態を十

分に考慮した学習環境づくりの中で、子どもたちは最後までやり切ることができました。やり終えた後

に、子どもたちは達成感や充実感を覚え、自分に自信をもつことができていたのではないかと思ってい

ます。 

 本校といたしましては、感染症の影響により様々に制限されている教育活動が多くありますが、今回

実施しました学習発表会のように、子どもたちにとって必要で豊かな体験活動や望ましい集団活動等を

大切にしていきたいと考えています。子どもたちが成長していく過程において、学校教育だからこそ培

うことができる教育活動を通して、互いの認め合いや、協力し助け合うことのできる信頼関係、礼節を重

んじる態度、思いやりの心、寛容な心、友情等を着実に育てることが大切であると考えています。 

 ２学期も残すところ、あと１か月となりました。保護者や地域の皆様には、今年１年間本校の教育活動

についてご理解とご協力を賜り誠にありがとうございました。これまで子どもたちと積み重ねてきた成

果を、３学期にも更に生かし、子どもたちの更なる成長を目指して教職員一同精進してまいりたいと思

っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 令和 4年 11月 30日 12月号 

調布市立第三小学校 
校  長  秋國  光宏 

H   P       :   http://www.chofu-schools.jp/chofu-3sho 
メールアドレス     ：chofu-3sho@chofu-schools.jp 

１２月（命と心の教育月間）の目標【月目標】         【あいさつ目標】       

まわりの人を大切にしよう            校内ではだれとでもあいさつをしよう  

あとしまつをきちんとしよう 

２学期の終わりの月となりました。まわりの人を大切にするという意識を高める中で、「相手の気持ちを

考えた言動」や「マナーとしての整理整頓」ができるように指導してまいります。 

三小ケヤッキー 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年生 自分たちが各教科で学習してきたことを、 

言葉や動作、踊り、合奏、合唱など様々な表現方法で伝

えられるよう練習に励んできた２年生。「心を一つに」を

合言葉に、全力で演じることができました。 

３年生 リコーダーの指使いやリズムを合わせて演

奏することに苦戦しながらも、本番では３年生全員で

心を一つにし、すてきなハーモニーを届けることがで

きました。 

４年生 どうしたらお話の面白さが伝わるか動きや

言い回しを考え，工夫しました。仲間と協力し合ったこ

とも大切な思い出になりました。どの子も演じること

の楽しさを味わうことができました。 

 

１年生 手遊び、歌遊び、昔遊び。１年生が大好き

な遊びに楽しく取り組み、発表しました。最後は「わ

らべうた」の合奏を披露しました。みんなで心を合

わせて頑張りました。 

 

５年生 マスクで口の形が見えない、声を出しづら

いという中でしたが、４年生の頃から鍛えてきた歌声

を響かせることができました。合奏では扱う楽器が増

えて幅広い表現が可能となり、練習から本番まで楽し

んで取り組みました。 

６年生 「日光移動教室での学びを伝えたい！」とい

う思いから出発しました。台本や演出、背景のスライ

ドや小道具作り、スポットライトなどの裏方まで、一

つ一つの過程を楽しみながら自分たちで創り上げる

ことができました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

本校では、体力づくりの一環としてマラソン旬間を実施いたします。下記の件につきましてご協力ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１ 実施期間  １２月７日（水）～１２月２０日（火） 

２ 時 間   中休み（１０：２５～１０：４０） 

３ 場 所   第三小学校 校庭 

４ 持ち物   汗拭き用のタオル 

５ 留意事項  実施期間中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） 

１年生 武蔵野の森公園遠足 ２年生 

３年生 ４年生 

１年生との初めての縦割り遠足。計画していた

「いろおに」や「ハンカチ落とし」などをして遊

びました。リーダーシップを取り、お世話しなが

ら仲良く遊ぶ姿は頼もしかったです。お礼を言わ

れて嬉しそうな２年生でした。 

初めて学校の外に出ました。学校探検で仲よく

なった２年生と一緒に、縦割りグループで楽しく

遊びました。おうちの人が作ってくれたお弁当を

友達と仲よく食べることができました。 

 とても楽しみにしていた遠足。４年生と一緒に行動

するということで始まる前はドキドキしていた３年

生でしたが、４年生が優しく声をかけてくれたり、広

い公園でたくさん一緒に遊んだりと、最高の遠足にな

りました。４年生のみなさん、お世話になりました！ 

３年生をリードしながら仲良く遊びたいという思い

をもち、遊びの計画を立てたり優しく声をかけたりす

る姿が頼もしかったです。遠足の後に、３年生からの

お礼のメッセージをもらい、とても嬉しそうでした。

３年生のみなさん、これからも仲良くしましょう！ 



１２月の行事予定             【お知らせ】 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

１ 木 連合音楽会５年 

２ 金 授業参観・保護者会３・６年 落ち葉掃き旬間終 

３ 土  

４ 日  

５ 月 朝会 授業参観・保護者会２・５年 

６ 火 授業参観・保護者会１・４年 

７ 水 マラソン集会 マラソン旬間始 モアレ検診５年 

８ 木 避難訓練 

９ 金  

10 土  

11 日  

12 月 クラブ 

13 火 色覚検査４年 

14 水 仲よしタイム 

15 木  

16 金 プラネタリウム体験４・６年 

17 土  

18 日  

19 月 朝会 交通安全教室３年    ※全学年５時間授業 

20 火 マラソン旬間終 ※１・２年４時間、３～６年５時間授業 

21 水         ※１・２年４時間、３～６年５時間授業 

22 木 給食終      ※全学年４時間授業(下校13:20ごろ) 

23 金 終業式 大掃除  ※全学年４時間授業(下校12:15ごろ) 

24 土 冬休み始（～１月９日まで） 

25 日  

26 月  

27 火  

28 水  

29 木 学校閉庁日（～１月３日まで） 

30 金  

31 土  

１～４年３時間授業  
９日(木) 給食(始) 計測６年  

席書会３、４年 
１０日(金) 計測４、５年 集団登校(終) 

席書会５、６年  

授業参観・保護者会について 
 ２日(金)５日(月)６日(火)は、それぞ

れ授業参観と保護者会になります。 

授業参観は前回と同じくグループ別

になります。参観時間や注意事項等、別

途お配りしたお知らせを今一度ご確認

ください。 

なお、調布市では、１２月を「いのち

と心の教育月間」と定めています。全学

級、道徳の時間は「いのちの授業」とし

て、「生命尊重」をテーマにした授業を

行います。 

保護者会は Zoom でオンライン開催し

ます。保護者会前日に学校安全・安心メ

ールを配信いたしますのでご確認くだ

さい。保護者会の日は、該当学年は５時

間授業になります。 

１２月のレインボールーム 
★火曜日担当★ 結城 千宏 

６日 １３日 ２０日 

★木曜日担当★ 杉沢 智子 

１日 ８日 １５日 ２２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

での予約を受け付けております。 

 

給食費・教材費について 
引き落とし日は１２月５日(月)、 

入金締切日は１２月２日(金)になり

ます。予備日は、引き落とし日が２０日

（火）、入金締切日が１9日（月）です。 

また、１月は給食費と同時に教材費が

引き落とされます。入金額が、給食費と

教材費の合計金額に足りない場合、どち

らも引き落とされません。金額は各学年

だよりをご確認ください。 

引き落とし日は１月５日(木)、入金締

切日が１月４日(水)となります。年明

けすぐになりますので、残高にご注意く

ださい。 

１月当初の予定 

１０日(火) 始業式 委員会活動 

※１～４年３時間、５・６年４時間授業 

１１日(水) 給食始 計測６年 ※全学年４時間授業 

１２日(木) 計測４年 席書会５・６年 安全指導日 

 １３日(金) 計測５年 席書会３・４年 

体調不良時について 
発熱がなく、腹痛やのどの痛みのみの

症状でもコロナウイルスに感染してい

る例もあります。体調不良時は無理をせ

ず、病院を受診していただきますよう、

ご協力をお願いいたします。 


