
伝え方、受け止め方 
                       副校長 黒木 美穂 

 

２０２３年がスタートしてあっという間に１カ月が過ぎ去っていきました。明日からもう２

月です。「行く１月、逃げる２月、去る３月」と学校では３学期の時間経過の速さを表現するこ

とがあります。３学期はなぜか時間に追われている雰囲気があることは否めません。そのような

状況ではありますが、子どもたちは次年度の準備「次学年０学期」として日々頑張っています。 

 

さて、子どもたちも次年度の準備を進めていますが、学校も着々と次年度の準備を進めていま

す。今年度も With コロナの学校教育活動でした。その中でも「子ども第一主義」を柱に、全教

職員で学校を運営してきました。しかし、よりよい学校にしていくためには、客観的な意見も必

要です。そのために、年末には学校アンケートにご協力をいただきました。ご協力いただきまし

た保護者、地域の皆様、ありがとうございました。残念ながら、昨年度に比べると提出率が下回

ったことが気になりました。ちなみに昨年度の提出率は 79.4％、今年度は 63.3％でした。この

数字を、どう感じられるでしょうか？学校に対して「特に言うことがない」のか、「すっかり失

念していた」のか、「学校任せでよい」のか…。反応が少ない、ということは「無関心」なのか、

学校に来ていただく機会が少ない状況では答えにくかったのか…。半面、具体的に学校の頑張り

を伝えてくださった方、改善点を具体的な案を付けて伝えてくださった方など、学校に対しての

「期待」を強く感じたメッセージもありました。内容をまとめたものについては、後日みなさま

にお伝えする予定です。いただいたご意見から、改善できるところは、すぐに取り組んでいるも

のもあります。今年度の成果と課題を受け止め、来年度に生かしていきたいと思います。 

 

「自分事で考える」ということがよく言われるようになりました。例えば、よりよい第三小学

校にしていくために、自分は何ができるのか、ということです。子どもたちは、総合的な学習や

生活科の学習で協働的に学びながら自分自身が実践できることを進めようとしています。これ

は、大人も同じだと思います。前述しましたが、これからの開かれた教育課程には、学校の教職

員はもちろんですが、保護者や地域の皆様のご意見もとても大切になってくると考えています。

With コロナの教育活動がよりよい形で行われるよう、また学校、保護者、地域がより一体とな

れるよう、学校も情報発信を積極的に行っていかなければならないと改めて感じました。 

 

最近の寒さにも負けず、校庭では子どもたちの「なわとび旬間」の取組が繰り広げられていま

す。なわとびカードに一生懸命取り組んでいる子どもたちの表情に元気をもらっています。しか

しながら、インフルエンザの猛威に驚きが隠せないのも事実です。まだまだ寒い日が続きます。

どうぞ体調には十分留意されてお過ごしいただければと思います。 
 

 

令和５年１月３１日 ２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 

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、なわとび旬間を通して外で体を動かし、体力増進を目指します。抵抗力を高め、ウイルス
に負けない体をつくりましょう。 

＊落とし物が増えています。持ち物には必ず記名をお願いします。 

三小ケヤッキー 



６年生 
 １学期「６年生として今、できること」では、よりよい三

小づくりに向けて、どんな課題があるのか、課題解決してい

くためには、どんなことができるのか、学習者用端末を活用

しながら説得力のある提案を考えました。試行錯誤をしな

がら仲間と協働していく姿はとても立派でした。 

２学期「日光に学ぼう」では、調べ学習を通して日光への

興味関心を高めました。日光移動教室の経験を生かして、学

習発表会では自分達で一から発表を創り上げ、充実した学

びを得ることができました。 

３学期「自己の生き方を見つめよう」では、「大人ってど

んなイメージ？」「働くってどういうことだろう？」という

疑問からみんなで意見交流をし、自分の考えを広げたり深

めたりしています。 

今後は、様々な場所で活 

躍されている方々をゲスト 

ティーチャーとしてお招き 

し、生き方や考え方を聞い 

ていきます。 

この学習を通して、自分は 

将来どんな人になりたいのか、どのように生きていきたい

のか、自分を見つめていきます。 

 

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、餌やりや箱の掃除をしていく中で「カイコかわいい。」

「どんどん大きくなってね。」と大切にカイコの世話をす

ることができました。カイコについて調べたことをまと

め、学年で発表したり繭の糸取りを行ったりと、改めて

命の大切さを感じることができました。 

２学期は、「多摩川探検隊」の学習をしました。講師の

先生をお招きして、実際に多摩川へ行きました。そこで

は、安全のためにライフジャケットを着用させていただ

き、多摩川に生息する生き物や植物に触れ、課題意識を

高めることができました。その後、学習者用端末を活用

しながら自分が必要な情報や資料を調べてまとめ、最後

は発表会を行いました。どのグループも意欲的に活動し、

多摩川の魅力を十分に伝えることができました。 

３学期は、「世界の遊び」を学習します。 

日本の遊びと海外の遊びの共通点や相違点を知っていく

中で、海外の文化に親しんだり、 

日本の文化の良さを確かめたり 

するきっかけにしていけたらと 

思います。 

 

５年生 

１学期から２学期にかけては、八ヶ岳について学びま

した。６月の移動教室では自然の雄大さ、命の尊さ、仲

間と団結することの楽しさを学ぶことができました。 

１０月には自分たちの体験に、調べ学習で得た知識を

加えて八ヶ岳発表会を開催しました。来年度に八ヶ岳移

動教室を控える４年生に向けて、自分たちの学びや成長、

八ヶ岳の魅力や移動教室の楽しさを紹介しました。タブ

レットでプレゼンテーションを行う班もあれば、これま

でに学んだポスターセッションで発表する班、終始クイ

ズで盛り上げた班などがあり、個性が光る会となりまし

た。 

３学期は環境問題につ 

いて学んでいきます。昨 

今話題になっている SDGs 

も関連させて、自分たち 

の未来、日本の未来、地 

球の未来へと視野を広げ 

て考えていきます。 

 

 

（総合的な学習の時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介します！ 

４年生 

１学期の「いろいろな文化にふれよう」の学習では、日本や

海外の文化・習慣について調べ、リーフレットを作りました。

友達同士でリーフレットを読み合うことで，様々な文化や生活

習慣の違いがあることに気付き，遠い外国にまで思いを馳せる

ことができました。 

 ２学期の「体の不自由な方とともに」の学習では、車いすバ

スケット男子日本代表選手、東京パラリンピック銀メダリスト

の川原凛選手をお招きしてお話をうかがいました。その後、車

いすに乗って動いたりボールをシュートしたりする体験もさ

せていただきました。また、認知症について理解しかかわり方

を考える講演会もありました。これらの経験を通して、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

て真剣に考えることができました。さらに，そこから自分の課

題を見付け，調べてグループごとに発表しました。どのグルー

プも意欲的に発表し，聞いている子も真剣な表情で聞く姿が印

象的でした。 

 ３学期の「未来に向かって」の学習では、これまでの自分の

成長やそれを支えてくれた方々の存在、現在の自分についてじ

っくりと向き合っています。今後 

自分がどのように生きていくか、 

どんな大人になりたいかを、それ 

ぞれが考えています。 

 



 

 

 

 

栄養士 湯本 

調理員 熊谷・有住・神山・伊藤・法福・髙橋・須藤 

今年度の本校の給食は、児童・職員合わせて約６００食を７人の調理員で作っています。 

給食では手作りを基本に、コロッケ、ゼリーをはじめ、餃子や春巻き、時にはパンも手作りしています。

だしやスープは当日に使用する分だけを天然の素材（削り節、昆布、鶏がら、豚骨など）からとり、化学

調味料は使っていません。カレーやシチューも小麦粉とカレー粉をよく炒めてルウを手作りしています。 

また、行事食や郷土料理、世界の料理、ブックメニュー、旬の食材、地場野菜や姉妹都市木島平の食材

などを献立に取り入れることによって、子どもたちに様々な食の経験をしてほしいと思っております。 

給食の運営は、各家庭から毎月いただいている給食費がすべて食材費となります。今年度も生鮮食品

や小麦粉、油脂類など、多くの食品の価格が上昇しています。厳しい財政状況ではありますが、献立内容

や調理方法の工夫などでより良い給食を提供できるように努めてまいります。 

保護者の皆様には、これからも学校給食の運営にご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月２７日（月）から３月３日（金）まで、『三小さくひんてん』が開催されます。全校児童

の平面作品が展示され、学校が小さな美術館のようになります。 

子どもたちは自分の思いや考えを作品に込めて、絵を描きました。工夫したところや頑張ったところ

は一人一人違います。友達の作品のよいところを見付ける鑑賞の時間もまた素敵なものとなります。 

お子さまの作品をじっくりとご覧になっていただき、よいところを見付け、ぜひご家庭でそれを伝え

てあげてください。作品完成までのご準備等ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三小 さくひんてん 

１年生：「おしゃれなカラス」 

２年生：「ガムガムライオン」 

３年生：「ふしぎなふたご」 

４年生：「動物を彫る」「くるっと回ってこんにちは！」 

５年生：「彫り進めて刷り重ねて」「〇〇の国」 

６年生：「わたしの大切な風景」 



２月の行事予定               【お知らせ】 

日 曜日 行 事 予 定 

1 水  

2 木 安全指導 郷土博物館出前授業３年 

3 金 避難訓練 

4 土 授業参観 道徳授業地区公開講座 ※11：25頃下校 

5 日  

6 月 朝会 委員会 

7 火  

8 水 なかよしタイム なわとび旬間終 

9 木  

10 金 新１年生保護者説明会 

11 土 建国記念の日 

12 日  

13 月 
朝会 ６年生感謝Week始  

※全学年水曜時程の５時間授業 

14 火 なわとび集会 ふっくんなわとび教室４～６年 

15 水 ゲーム集会 

16 木 原爆先生の授業６年 

17 金 ６年生感謝Week終 

18 土  

19 日  

20 月 朝会 クラブ活動（３年クラブ見学） 

21 火  

22 水  

23 木 天皇誕生日 

24 金 中学校出前授業６年 

25 土  

26 日  

27 月 委員会 作品展始（３月３日まで） 

28 火 ６年生を送る会 

 

 
３月当初の予定 

１日(水)保護者会１・３年 

２日(木)保護者会２・６年 

３日(金)保護者会４・５年 作品展終 

土曜授業参観・道徳授業地区公開講座について 

以前よりお知らせしている通り、２

月４日（土）授業参観・道徳授業地区

公開講座を行います。午後からオンラ

インによる講演会があります。先日配

布した通知をご確認いただき、ぜひご

参加ください。 

給食費の引き落としについて 

今月の引き落とし日は２月６日(月)、

入金締切日は２月３日(金)です。予備の

引き落とし日は２０日（月）、入金締め

切り日１７日（金）です。今年度最終の

引き落としで下記の金額となります。

（年間の給食回数による調整で、普段と

金額が異なります。） 

１年生… 7,422円 

２年生… 4,778円 

３年生… 4,879円 

４年生… 4,879円 

５年生… 4,140円 

６年生… 4,420円 

２月のレインボールーム 

★火曜日担当★ 結城 千宏 

７日 １４日 ２１日 

  ★金曜日担当★ 杉沢 智子 

２日 ９日 １６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。 

 

作品展について 

２月２７日（月）～３月３日（金）ま

で、全校児童の図工の平面作品を校内に

展示いたします。 

保護者の方の鑑賞は、15：50～16：30

に限定させていただきます。廊下からの

鑑賞とし、教室内への入室はご遠慮くだ

さい。 

３月の保護者会について 
 上記の日程で学校にて対面で行う予定です。今後の感染状況によってはオンラインになる可能性もござい

ます。詳細は後日配布いたします通知をご覧ください。今年度最後の保護者会となります。ご多用と存じま

すが、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。 


