
 

ONE TEAM 

                       校長  辻 久恵  

 

未だ感動が冷めやらないラグビーワールドカップ日本大会。日本代表は、初のベスト８進出という

歴史的な快挙を成し遂げました。出場している選手はもちろん、控えの選手、コーチ陣等、すべての

方が目標に向かって ONE TEAM となったからこそ成せる技だったのだと思います。 

本校の発表会の成功も一致団結して ONE TEAM で取り組んだチーム三小の賜物だと思います。 

発表会にたくさんのご来賓、保護者、地域の皆様にお越しいただきましてありがとうございました。

緊張気味な表情で舞台に向かう子どもたちが、練習の成果を出し切り達成感に満ちあふれた顔で舞台

を後にする様子から、発表会を通して多くの学びがあったことを物語っているようでした。 

当日に至るまで、教師の指導の下、友達と励まし合いながら練習に練習を重ね、出来なかったこと

が出来るようになっていく楽しさ、アイディアを出し合い、力を合わせてみんなで一つの物を創り上

げていく喜びを感じ取ったことと思います。教員以外の職員も環境を整えたり、物品を用意したり、

おいしい給食を用意したりと全職員が子供たちの頑張りを支えてくれました。ご家庭でも衣裳の準備、

お子さんの体調管理や励ましの声かけをしてくださり、その上で、地域の皆様の応援もあって心から

御礼申し上げます。５年生は連合音楽会に向けてさらに磨きをかけてグリーンホールで素晴らしい発

表をしてくれることと楽しみにしています。 

さて、今年度、本校ではオリンピック・パラリンピック教育に力を入れて取り組んでおります。オ

リンピック・パラリンピック教育を通して育成すべき５つの資質「豊かな国際感覚」「日本人としての

自覚と誇り」「スポーツ志向」「障がい者理解」「ボランティアマインド」があります。その中で、パラ

リンピアンのマセソン 美季さん、山下 千絵さん、京谷 和幸さんをお招きして「障がい者理解」

について学習してきました。 

今回は、オリンピアンの松原 薫さんはじめ５名の講師をお招きして「かけっこ教室」を実施いた

しました。走り方の指導を通して、子どもたちが自分の体や運動能力に自信をもつことで、スポーツ

活動に、より積極的に参加できるようにすること、オリンピック選手や日本のトップで活躍する選手

の皆さんと直接的な交流の機会を通してスポーツへの興味・関心を深くするとともに、子どもたちの

生きる力を高め、学校生活の活性化を図り生涯スポーツへとつなげること、２つの目的のもと、「ス

ポーツ志向」を高めるというねらいで行いました。 

 また、ふれあい月間でもある１１月に明るい代表委員会が「人権集会」で、人権についての劇によ

ってみんなの意識を高める取組を行いました。教育委員会の方等もご覧になり、「素晴らしい」とお褒

めのお言葉をいただきました。 

 １２月のオリンピック・パラリンピック教育は、「スポーツ志向」のフェンシング体験と FC 東京と

の交流を予定しています。そして、１２月９日には「いのちと心の授業」を実施致します。世界に一

つしかない命、自分の命も人の命も大切にしていけるよう指導してまいります。 

 最後になりましたが、今年一年間、たいへんお世話になりましたことに心より感謝申し上げます。

来年も、本校の教育活動にご理解ご協力いただき、家庭・地域・学校が ONE TEAM で取り組んでいき

たいと存じます。よろしくお願い申し上げます。どうぞ、よいお年をお迎えくださいませ。 
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１２月の目標  【生活目標】          【あいさつ目標】            

   あとしまつをきちんとしよう    校内ではだれとでもあいさつをしよう      

２学期の終わりの月となりました。整理整頓の意識をさらに高め、一つ一つの活動を責任もっ

て行うように指導してまいります。 

三小ケヤッキー  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度スローガン ～ 仲間と心を一つに 生み出そう 感動を ～ 

2 年生 力を合わせて作り上げた「アイウ

エオリババ」。全力で頑張り、一人一人が

自分の成長を感じることができました。 

３年生 合唱・合奏共に、粘り強く取り組んだ発

表会。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、本番では練習の成

果をしっかりと発揮することができました。 

 

４年生 仲間と協力し合って思い出に残る発表会にす

るために、一人ひとりが本気で取り組みました。 

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 合奏「さんぽ」に挑戦し、見事

にやり遂げました。「映画の町の１年生」

として歌も楽しみました。 

５年生 一人ひとりが歌い方、楽器の演奏の仕方の

技術を磨き、心を一つに曲を歌ったり演奏したりし

ました。自分も、見ている人も心に残る発表会を目

標に精一杯取り組みました。 

６年生 大人になることや友情について考

え、話し合いながら練習をしてきました。

日々目標を設定し、自分たちで最高の作品

を創り上げました。 



 
少人数指導担当 石山 哲 
 

高学年算数教室では、学習に来た児童に対し、
授業の準備ができた人からノート、教科書を開き
いて前の時間の学習活動を確認することを指導し、
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。簡単な「復習」
です。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。算数室への移動はどうしても前の時間の
授業により、ばらつきが生じてしまいがちです。
その中で、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。中にはプリントを解くた
めに早く教室移動をしてくる児童もおり、頼もし
く思っております。その他にも、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。 
単元の学習が終わりに近づいたら、プレテスト

にあたるプリント「Ａ,Ｂ」を解きます。その単元
の学習がどの程度身に付いたかを確認させ、自力
で解けなかった、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。テストに向け、適
切な対策ができるようにしています。 
三小の児童の皆さんが基礎を十分に身に付けら

れる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 

 
 今年度の１年生は、２学期から算数で少人数

学習を行っています。９月に「３つの数の計算」

から始まり、今は「くり下がりのあるひき算」

を学習しています。慣れてしまえば何でもない

計算ですが、実は私、小１の時にくり下がりの

難しさに途方にくれた記憶があります。１年生

の子ども達にとっては、かなり高度な思考で挑

んでいるんだな…という思いで、お家でも温か

くご支援ください。 

 ２年生は、「かけ算」の学習がまもなく終了し

ます。といっても、まだ九九を完璧に暗唱でき

ていない子が、あっちにもこっちにも！あれ？

そろそろ黄色信号が…‼ 日々の生活の中で、か

け算を使って解決している場面はたくさんあり

ます。ぜひ、お家の中でも、お出かけ先でも、

車の中でも…かけ算で考えることをご家族いっ

しょに楽しみながら学んでほしいと思います。 

 では懐かしいかけ算九九を使って、だじゃれ

クイズをどうぞ！ 

 

Ｑ１ お寺の鐘は、何回、鳴るの？ 

   （鐘は、ゴーン、ゴーンと…） 

 

Ｑ２ こんにちは！って、何人に言うの？ 

   （こんにちは…英語で言うと…） 

                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

音楽専科  鳥山 悦子 

校内発表会を終え、一つの大きな山をみんなで乗り越えることができました。そして、次は連合音楽会とい

う山に向かっての練習が始まりました。子どもたちはもう一度、楽譜から曲を深く読み取る作業をしています。

特に合唱では基礎基本である呼吸法に立ちかえって、響きを揃える練習を繰り返し行ったり、優しい気持ちを

声に乗せて表現できるように、訓練したりして、粘り強く取り組んでいます。課題を見つけて克服しようと努

力する子どもたちの姿勢は立派です。 

 指導者として、子どもたちと一緒に、楽曲に命を吹き込んでいくプロセスを大切にし、そこから生まれる子

供たちとの心の通い合いがもてることを幸せに思います。そして、これからも、このような音楽活動で学んだ

ことが、更に次のステップへと繋がることを願っています。 

 

＊曲目 合唱 「ゆうき」中川李枝子作詞 村松崇継作曲・「ゆかいに歩けば」「さようなら」 

      合奏  組曲「ガイーヌ」より「剣の舞」 ハチャトゥリアン作曲 

＊日時 １２月４日 (水) 本校体育館 ８：２５～（５年生保護者は撮影可） 

      １２月６日 (金) 調布市グリーンホール １０：００開演（５年生保護者のみ） 
 

 



１２月の行事予定             【お知らせ】 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

1 日    

2 月 朝会 委員会  

3 火 側わん検診（５年） 保護者会4･6年、5-1、5-2 

4 水 集会（連音発表） ４時間授業 ※市内一斉研修のため 

5 木 安全指導日 

６ 金 連合音楽会（５年 午前） 保護者会1･2･3年、5-3 マラソン旬間終わり  

７ 土  

8 日  

9 月 朝会  

10 火 ＦＣキャラバン６年    

11 水 集会（落ち葉掃き） 落ち葉掃き旬間始まり 

12 木 ＦＣキャラバン６年 ５時間授業 

13 金 避難訓練 

14 土 土曜授業 いのちと心の授業（公開） 学校保健委員会 租税教室６年 

15 日  

16 月 朝会 クラブ 

17 火 フェンシング体験５年 ５時間授業 

18 水 集会（ゲーム） 

19 木 歯科指導５、６年 

20 金  

21 土    

22 日  

23 月  

24 火 給食終わり  ４時間授業 

25 水 終業式 大掃除 落ち葉掃き旬間終わり 給食なし４時間授業 

26 木 冬季休業日始（～１月７日まで） 

27 金  

28 土  

29 日  

30 月  

31 火  

１月当初の予定 

８日(水) 始業式 集団登校(始) 
        委員会(５、６年４時間授業) 

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  

保護者会のご案内 
３日(火)４・６年、5-1 5-2 14：50～  

６日(金)１・２・３年、5-3 14：50～ 

 ２学期締めくくりの保護者会です。 

詳細は、配布いたしました案内をご覧

いただき、時間・場所等をご確認の上、

ぜひご出席ください。 

１２月のレインボールーム 
★火曜日担当★ 野中 瑞貴 

３日 １０日 １９日 

★金曜日担当★ 細野 成美 

６日 1３日 ２０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。 

 

いのちと心の教育 

１２月１４日（土）「いのちと心の教

育」の授業を実施いたします。 

当日の主な流れ 

放送朝会（校長講話） 

１時間目…全学年公開（道徳） 

２時間目…学校関係者評価委員会・学校評議委員会 

３時間目…学校保健委員会（下記参照） 

給食費について 
１２月分の給食費の引き落とし日は１

２月６日(金)です。入金締切日は 

１２月５日(木)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２５日（水）入金締切日、２６

日（木）が引き落とし日です。 

第 2回学校保健委員会開催のお知らせ 

 SNS等におけるトラブルが社会問題となっています。本

校でも実際に SNSのトラブルが発生しています。そこで今

回は KDDI スマホ・ケータイ安全教室出前講座講師による

講和（実際のトラブルの紹介、トラブル未然防止）と対処

の具体的なポイント等）を聞く場を企画いたしました。 

 ぜひこの機会にご家庭での SNSの使用に関するルールの

話し合いや、児童の環境をフィルタリング等で守ること等

についてご一考していただきたいと考えております。 

１ 日時 １２月１４日(土)１０：４５～１１：３０ 

２ 場所 本校 ふるさと三小歴史館（南校舎２階） 

３ 内容 KDDI スマホ・ケータイ教室出前講座 

たくさんの方のご参加をお待ちしています。参加ご希望

の方は､配布プリントまたは連絡帳でお知らせください。 養

護 藤田 

 


