
 

自分事で考える、想像できる人に 
副校長 黒木 美穂    

 ９月の初めに首都圏で記録的暴風となった台風１５号。猛威を奮って駆け抜けていっ

た台風の後、大規模な停電や断水の影響を受けた地域がありました。未だに全面復旧し

ていない地域もあるようです。私が前任校でお世話になった先生は、まさにこの地域で

今も過ごしています。「家の屋根の瓦が落ちて大変」、「断水は大丈夫だけど、電気が

使えないと本当に不便」、「孫の学校は一週間休校」…といったことを教えてくれまし

た。  

あの台風の通過後、登校が２校時からだった本校でも、１時間以上かけて徒歩や自転

車で駆けつけた教職員で通学路の点検をしたり、校内の安全点検を行ったりして、子ど

も達を迎える準備を進めました。また、先日はラグビーワールドカップの開会式が東京

スタジアムで行われました。子ども達が下校する時間は、そこまで人が多くないかもし

れませんが、念のため各学年西調布駅方面は教員引率のもと、集団で下校することにい

たしました。常に子ども達の安全を第一に考える三小の教職員です。  

「もし、停電や断水が自分の家で起こったら…。」、「もし、子ども達が危険にさら

されたら…。」想像するだけで怖くなってしまいます。今回のような自然災害や大きな

大会が開催されるといったことは、ごく稀なことかもしれません。ですが、そういうと

きこそ、「もし…」と自分事で考え、想像し行動することが大切だと思います。それが、

来月の土曜授業の中で行われる「合同防災訓練」にもつながっているのだと思います。

ぜひ子ども達と一緒に参加していただけると嬉しいです。  

稀なことだけではありません。普段の生活の中でも、「こんなことをしたら、こんな

ことを言ったら、結果はどうなるのか」と言うことを考えて生活していきたいし、して

ほしいと思っています。「自分事で考えられたこと」、その後のことを「想像した行動

ができたこと」は大いに認めていきたいことです。思わずやってしまう、思わず言って

しまう、ということは子どもにも大人にもあることだと思います。自分の行動や言動で

周りがどう感じるのか、そんなことも考えながら生活していける環境を意識して学校生

活を送ることができるようにしたいです。  

さて、来年は東京２０２０大会が行われます。三小の子ども達全員にオリンピック・

パラリンピック大会の観戦が決まりました。まだ暫定的なので、日にちをお知らせする

ことができませんが、せっかくの機会なので、都合をつけて観戦できるといいと思いま

す。会場は、低学年が武蔵野森総合スポーツプラザで車いすバスケットボール、中・高

学年が東京スタジアムでラグビーを観戦予定です。楽しみですね。  

来月は地域運動会も行われます。子ども会、健全育成委員会、ＰＴＡ、学校の四者が

協力して、当日に向けて準備を進めているところです。毎年、子ども達も楽しみにして

いる行事の一つです。みんなで協力してより良い会になるようにしていきましょう。ど

うぞよろしくお願いいたします。  

 

   １０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   
わくわくタイムや休み時間等，普段から運動に親しみ，進んで体力向上を図るよい機会としていき

ます。ご家庭でも，励ましとご指導をよろしくお願いいたします。 

 

 

令和元年 9 月 30 日 10 月号 

調布市立第三小学校  
校  長  辻 久恵  
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三小ケヤッキー  



２年生 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

多摩動物公園遠足 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ ２年生にリードしてもらって、楽しく動物
を見て回ることができました。みんなで食べ
るお弁当もサイコー！作ってくださったおう
ちの方、ありがとうございました。 

⇒１年生と２年生がしっかり手をつないで、動
物園内をグループ行動しました。１年生から
の「２年生が優しかったよ。」「リードしてく
れたよ。」の言葉に、２年生も笑顔です。 

１年生 

↑  壮大な華厳の滝
に感動！！水量も
多く、辺りには水し
ぶきがまっていまし
た。 

↑ 小田代ヶ原で約10kmの道のりを
ハイキング。ネイチャーガイドの方
にお話を聞きながら、自然散策を楽
しみました。 

↑ 日光東照宮で、歴史的な建造
物を見学しました。長い長い階
段を上って徳川家康のお墓にも
行きました。 

↑ 足尾銅山の見学。トロッコ列
車に乗った後、暗い銅山の中を
歩きました。鉱毒事件などの歴
史も勉強しました。 

９月１日～３日 
まで、２泊３日で 
日光へ行ってきま 
した。 

↑ 広い食堂でみんなで夕食。とても
豪華な食事をお腹いっぱいいただい
た３日間でした。 



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
栄養士 竹田 茜 

今年度の三小の給食は、約６２０人分を６人の調理員さんで作っています。 
調布市の学校給食では、手作りを基本としているため、ハンバーグやコロッケ、ぎょうざ、デザート

のゼリーなども手作りです。ときには、パンも手作りで提供することがあります。給食室では毎日大忙
しですが、子供たちの笑顔のために力を合わせてがんばっています。また、オリンピック・パラリンピ
ックに向けた世界の料理やブックメニューを前年度より多く献立に取り入れるなどし、学校における食
育の推進を図っております。 
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。今年度も自然災害

の影響による野菜価格の高騰や消費税増税により苦しい給食財政が見込まれていますが、子どもたちに
とって楽しい給食の時間となるよう努めてまいります。 
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。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

図書主任 石原 香織 

               

『もみじ読書旬間』がはじまります。（１０/７～１０/２５） 

暑かった夏も過ぎ、爽やかな季節が近づいてきました。スポーツ、行楽など外で体を動かすのも楽しいで

すが、おうちでしっとりと読書の時間をとるのはいかがでしょうか。 

 第三小学校では、10 月 7 日(月)からもみじ読書旬間が始まります。校内では、教員による読み聞かせ、図

書委員による様々な企画が行われ、読書の記録や読書郵便に取り組みます。子供たちが読書に目を向けるき

っかけにしたいと考え、準備を進めています。ただ、「読書の楽しさは読書することで初めてわかる」といい

ます。どんなに「読書って楽しいよ。」とまわりが宣伝しても、実際に本を手に取り、ページをめくる機会が

なければ、読書の楽しさには出会えません。学校では、年間通して図書の時間、また朝読書の時間が設けら

れています。短い時間ですが、子供たち一人一人が本に向かい、教室がシーンとして読書空間になっている

様子は、なかなか素敵な光景です。 

たくさんの娯楽にあふれている時代ではありますが、ご家庭でももみじ読書旬間を話題にしていただき、

親子で一緒に読書を楽しんでいただくと、子供たちの励みにもなると思います。そして、ぜひ、保護者の皆

様も、読書の楽しさに触れてください。どの子も「楽しいから読書する」といえる三小にしたい。そんな風

に思っています。   
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令和元年度 

学校評議員・学校関係者評価委員の皆様です。 
 学校評議員・学校関係者評価委員の皆様には、年
間を通して本校の教育活動についてご意見等をいた
だいています。保護者・地域の皆様のご意見ととも
に、学校の教育活動の発展に資していきます。 【学
校評議員】（敬称略） 

荒井 嘉江（健全育成第三地区委員会会長） 

高橋  一明（第三小学校地区まちづくり協議会会長） 

林部 規男（子ども会会長） 

秋輪 和幸（主任児童委員） 

小倉 要 （二葉学園園長） 
塚松 美穂（地域学校支援協働本部） 
長谷 瑞信（本校 PTA 会長） 
増岡 広視（本校元 PTA 会長）  

須田 忠行（本校元 PTA 会長） 

瀬尾 竹蔵（本校前 PTA 会長） 

 

【学校関係者評価委員】（敬称略） 

荒井 嘉江 （健全育成第三地区委員会会長） 

林部 規男 （子ども会会長） 

長谷 瑞信 （本校 PTA 会長） 

生野まゆみ （第五中学校副校長） 

 

いじめ相談窓口の設置 
本校でもこれまで、いじめ防止対策の取組を行っ

てきましたが、調布市教育委員会の方針を受け、児

童・保護者及び地域の方々からの情報を集約し、い

じめの未然防止や早期発見、そして、万一いじめが

発生した際の対応を一層確実にできるようにするた

めにいじめ相談窓口を設置しています。いじめに関

する相談がある場合には、担任をはじめ以下の教職

員が窓口となりますのでご相談下さい。 

【相談窓口となる教職員】 
黒木 美穂（副校長） 
石川三枝子（教務主幹） 
奥井寿美子（総務主幹） 
堀内 知子（生活指導主任） 

明比 千鶴（特別支援教育コーディネーター） 
石原 香織（特別支援教育コーディネーター） 
町田 弓子（特別支援教育コーディネーター） 
藤田 晃子（養護教諭） 

細野 成美（都スクールカウンセラー） 

野中 瑞貴（市スクールカウンセラー） 
電話：485-1251    485-1257（SC 室） 

 

 



１０月の行事予定            【お知らせ】 

 日 曜日 行 事 予 定 

1 火 都民の日 八ヶ岳移動教室 給食試食会 

2 水 八ヶ岳移動教室終わり 

3 木 歯科指導（３・４年）５時間目 

4 金 安全指導  

5 土  

6 日  

7 月 朝会 委員会 読書旬間始まり 

8 火 夢未来プロジェクト（車椅子バスケット） 

9 水 集会（ゲーム） ※４時間授業（市内一斉研修のため） 

10 木 教員読み聞かせ① プラネタリウム４・６年 

11 金  

12 土 土曜参観日 避難訓練 合同防災訓練 

13 日   

14 月 体育の日 

15 火 水墨画教室 ５年 

16 水 仲良しタイム 

17 木  

18 金 教員読み聞かせ② 就学時健診（給食有りで午前授業） 

19 土 地域運動会 

20 日  

21 月 朝会 クラブ 

22 火 即位礼正殿の儀 

23 水 仲良しタイム 農家見学 ３年 

24 木 ふじみ処理施設見学４年 

25 金 読書旬間終わり 

26 土 小学生タグラグビー大会 

27 日  

28 月 朝会 クラブ 

29 火 鹿島建設研究所見学５年 家庭教育セミナー（１０～１２） 

30 水 ３～６年 ６時間授業 

31 木 研究授業日（６－３以外は午前授業） 

１１月当初の予定 
３日（祝・日）文化の日     ４日（月）３日の振替休日  

５日（火）挨拶週間始まり 委員会 

６日（水）教員研修につき午前授業 ７日（木）４年社会科見学 

第２１回第三小学校地区 
合同防災訓練の実施について 

 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、今年で２１回を重ねます。
震災の備えは日頃から訓練が大切です。学
校関係者、自治会、地域住民、企業等多く
の方々のご参加をお願いいたします。 

日時：令和元年１０月１２日（土） 

1・2 校時の授業公開の後、合同防災
訓練を実施予定です。 

内容：全校児童の避難訓練（１０：４５）、 

けむり体験訓練、水消火器訓練など 

 児童は１・２年、３・４年、５・６年に
分かれ、体験を行います。 

下校は１２時３０分頃を予定しています。 

給食費について 
１０月分の給食費の引き落とし日は１０

月７日(月)です。入金締切日は、１０月
４日(金)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２８日（月）
です。 

ＳＮＳとうまく付き合うために 
今年度、ＳＮＳ東京ルールが新しくなりま

した。６年先生を中心に「新ＳＮＳ三小ルー

ル」を策定中です。各学級では「ＳＮＳ東京

ノート」に取り組み、ＳＮＳに対する意識を

高めています。冬休み後にご家庭でルールを

決めて記入していただきたいと思います。ご

家庭での話し合いをしていただければと思い

ます。 

新ＳＮＳ東京ルール 
① スマホやゲームの一日の合計利用時間、

使わない時間帯・場所を決めよう。 

② 必ずフィルタリングを付け、パスワード

を設定しよう。 
③ 送信前には、誰が見るか、見た人がどの 

ような気持ちになるか考えて読み返そう。 
④ 個人情報を教えたり、知らない人と会っ 

たり、自画撮り画像を送ったりしない。 

⑤ 写真・動画を許可なく撮影・掲載したり、

拡散させたりしない。 

発表会写真・ＤＶＤの撮影について  

 昨年度と同様に、今年度の発表会も専門業者の撮影・編集による

DVDの販売を行います。また、学年の集合写真の販売も行います。

撮影日は、欠席のないようお願いいたします。 

・写真撮影日：11 月 14 日（木）【リハーサル時】 

・DVD 撮影日：11 月 16 日（土）【保護者鑑賞日】 

調布市教育委員会表彰について 
 下記の項目に該当する児童は調布市教育
委員会より表彰されます。10 月末までに副
校長へご連絡ください。（今年４月以降） 

・東京大会で３位相当以上 

・全国大会、関東大会、これらに準ずる大
会やコンクールに出場 

１０月のレインボールーム 
★火曜日担当★ 野中 瑞貴 

８日 １５日 ２９日 
  ★金曜日担当★ 細野 成美 

 ４日 １８日 ２５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。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。 

 
 


