
 

限りない可能性を秘めた子どもたち 

                   校長  辻 久恵 

 明けましておめでとうございます。改めまして、旧年中は保護者の皆様、地域の皆様の本校の

教育活動へのご理解、ご協力に心より御礼申し上げます。 

 いよいよ２０２０東京大会の幕開けの年がスタートしました。聖火ランナーやコースの決定等、

様々な事が大詰めとなってまいりました。本校では、オリンピック・パラリンピック教育の一環

といたしまして、ゲストティーチャーをお招きして短縄、長縄、ダブルダッチに取り組み、「スポ

ーツ志向」の育成を目指します。また、大使館等と連携して各国の文化を学び理解を深め、おも

てなしの精神を実践するとともに、給食でも外国の食文化を体験して「豊かな国際感覚」を養い

ます。そして、一年間のまとめ、次年度の企画立案に力を尽くします。 

 さて、ノーベル化学賞を受賞なさった吉野彰氏は「化学に興味をもつきっかけが、小学校時代

に担任の教師からロウソクが燃える仕組みを科学的に解説した本『ロウソクの科学』を薦めてい

ただいたことだった。」とおっしゃっています。当時４年生の少年の好奇心をくすぐり、幾多の困

難を乗り越えてノーベル賞受賞にまで辿り着いたということです。 

また、今回の OECD の調査結果は、前回よりも科学的応用力、数学的応用力、読解力が順位を

落とし、特に読解力は１５位まで下がってしまいました。１５歳の調査とは言え、小学生のころ

からの積み重ねが影響しているかと考えられます。 

 これから先、世界は、今まで以上に激しく変化していくことでしょう。さらに AI の急速な増加

も見込まれています。そんな中、私たちに求められているものは心の豊かさだと思います。少し

前になりますが「AI に負けない電話術とは？“もしもし革命”進行中」という番組を見ました。「人

じゃなくてもできることがどんどん増えていく中で、電話はあなたのためだけにということが、

ぜいたくで企業価値を生んでいる。」「電話は文章では伝えることができない感情を伝えることが

できる。」等、仕事の面でのプラスとともに、「おじいちゃん、おばあちゃんに話すとき。すごく

優しいしゃべり方をするようになった。」とプライベイトでも効用があることが紹介されていまし

た。そして「技術が急速に進歩して変化する環境の中では人と人とのつながりをどのようにデザ

インするか、これがまさに今問われている状況になってきている。」と締めくくられました。私は、

どんな時代が来ようとも自分も大事、そして、相手に寄り添い、相手を思いやる心が大切だと誰

もが思える社会であることを望んでいます。未来を背負って立つ子供たちがそのような社会を創

造するために心の教育を充実させることが必至であると考えています。 

これらのことから小学校時代の教育が、いかに大切かと言うことを物語っているように思い、

職責の重さを痛感いたしました。それと同時に限りない可能性を秘めた子どもたちの育成に携わ

る仕事ができることに喜びも一入でございます。 

最後になりましたが、本年も保護者の皆様、地域の皆様から一層の温かいご支援、ご協力を賜

り、子供たちが明るく元気に学校生活が送れる第三小学校にしてまいります。 

 ※令和２年度の詳しい年間計画は決まり次第お知らせ致します。現段階では、宿泊を伴う 

６年生日光移動教室は、９月 ８日（火）～９月１０日（木） 

５年生八ヶ岳移動教室は９月３０日（水）～１０月２日（金）となっております。 

令和２年 1 月 8 日 1 月号 

調布市立第三小学校 
校  長  辻 久恵  

H   P       :   http://www.chofu-schools.jp/chofu-3sho 

メールアドレス     ：chofu-3sho@chofu-schools.jp 

 １月の目標 
  【生活目標】           【あいさつ目標】 
   規則正しい生活をしよう       気持ちを込めて挨拶をしよう         

３学期が始まりました。冬休みの生活から学校の生活への切り替えが必要です。  

規則正しい生活を送り、健康な毎日を送れるように指導します。  

 

三小ケヤッキー  



 
 

 

 

 

４年 

 

３年 

 

５年 

 

６年 

 

三小児童 学校生活の様子（２学期） 
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野菜の収穫パーティーをしました。サツマイモ

の茶巾絞りにポップコーン！お芋をこねこね、

ポップコーンの弾ける様子に歓声が上がります。 

錐とどんぐり押さえを使ってどんぐりごまを

作りました。誰が一番長く回せるか，競争で

す。「せえの！」 

ＦＣ東京キャラバン隊の方が来校し，授業をしてい

ただきました。ボール運動の実技だけでなく，キャ

リア教育の一環として，サッカーチームに関わる仕

事の紹介もしていただきました。 

土木の日見学会に鹿島技術研究所に行きました。

コンクリートを製作したり、地盤の液状化現象の

実験をしたりして、土木について学びました。 

社会科見学に行ってきました！ 

今年度は、玉川上水の調べ学習と 1 学期からの水の学習

の総まとめで羽村の取水堰と水道局資料館を見学しまし

た。さらに、日々私たちの出すごみの最終処分場である

日の出町の二ツ塚処分場にも行きました。 

3 年生になり、初めて体育の保健学習をしま

した。手洗いをしっかりすることが、自分た

ちの健康につながることを学びました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都事務職員 藤山 智美 

市事務職員 秋山 理恵 

栄養士   竹田 茜 

技能主事  金子 隆・乾 隆允 

 

事務室では，都ならびに市の事務職員が働いています。主な仕事は，先生たちが授業をするために使

う教材や文房具を購入して揃えることや，学校の施設や物を修理する手配などを行っています。栄養士

は、給食の献立を立てたり食材の発注をしたりしています。 

 主事室では，技能主事が働いています。毎朝，早く学校にきて，児童昇降口を開け，校舎内外の清掃

を行っています。また，施設設備の点検，修理，校庭の落ち葉掃きなどを行っています。 

事務室・主事室は，児童の皆さんや保護者の皆様に直接かかわることは 

多くありませんが，三小の子供たちの元気な挨拶を励みに働いています。 

これからもよろしくお願いします。 

 

 

 

日頃の書写の学習の成果を発表する機会として、書き初め展を行います。ご都合の良い日にご来校ください。 

 

日時：令和２年１月１８日(土)～１月２４日(金) 

場所：各クラス前の廊下 

 

作品：１年 硬筆『 おめでとう 』   ２年 硬筆『 元日の朝 』 

  ３年 毛筆『 お正月 』     ４年 毛筆『 元気な子 』 

  ５年 毛筆『 平和の光 』    ６年 毛筆『 夢の実現 』 

 

 

 市内小学校の参加による連合図工展が今年も開催されます。調布市内の公立小学校、また調布特別支援

学校から数多くの児童作品が出品されます。ぜひ、ご来場くださいますようご案内申し上げます。 

 

 日時：令和２年１月１７日(金)～１月２０日(月) 

     午前９時 ～ 午後６時   最終日は、午後１時まで 

   ※午後６時閉館のため、５時３０分までにご入場ください。 

     

 場所：文化会館「たづくり」２階 南・北ギャラリー 

 詳細は、後日配布するお便りをご覧ください。 



【上履きについて】 
週末に上履きを持ち帰って洗い、

週初めに持ってくることになってい
ますが、忘れてしまう児童がいます。
上履きを忘れた児童には学校で用意
した上履きを貸し出していますが、
足りなくなることがあります。 
上履きが小さくなって買い換える

などで不要になり、まだ使用できる
上履きがありましたら、お譲りくだ
さるとありがたいです。もしお譲り
くださる上履きがありましたら、洗
って担任までお願いいたします。 

                

  

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

1 水 元日 

2 木  

3 金  

4 土  

5 日  

6 月  

7 火 冬季休業日終 

8 水 始業式 委員会(４校時) 集団登校始 

9 木 安全指導 給食始 計測６年 席書会（３、４年） 

10 金 集団登校終 計測４、５年 席書会（５、６年） 

11 土  

12 日  

13 月 成人の日  

14 火  

15 水 仲良しタイム 計測３年  

16 木 計測２年  

17 金 計測１年 連合図工展鑑賞（４年）  

18 土 土曜参観 お囃子の鑑賞（３年）書き初め展始 Ａ時程 

19 日   

20 月 朝会 連合図工展終 消防署見学（３年）クラブ活動 

21 火 社会科見学（６年） 

22 水 集会(ゲーム) 色覚検査4年 

23 木  

24 金 避難訓練（起震車5年） 書き初め展終 

25 土  

26 日  

27 月 朝会 

28 火   

29 水 
６時間授業（３～６年）なわとび集会 なわとび旬間

始 

30 木 １－２のみ 5時間授業 他学級は 4時間授業 

31 金 教員研修のため全学年４時間授業 

２月当初の予定 

３日(月) 委員会     ４日(火) 避難訓練 
９日(日) 四校ソフトボール大会 予備日は２３日（日） 
１１日(火)ドッチビー大会 
１４日(金) 新一年生保護者会 ※１・２年４時間授業 

 

書き初め展のご案内 
 １月１８日（土）から２４日（金）の
間、各教室の廊下に展示します。どうぞ
ご鑑賞ください。 
 詳細は、別紙配布のプリントをご参照
ください。 

給食費の引き落としについて 

１月分の引き落とし日は１月６日(月)

でした。２７日（月）が予備日ですの

で、お忘れの方は、２４日（金）まで

にご入金をお願いします。 

未納のあるご家庭は、早急にお支払

いを完了してください。 

１月のレインボールーム 
★火曜日担当★ 野中 瑞貴 

１４日 ２１日 ２８日 

  ★金曜日担当★ 細野 成美 

１０日 １７日 ２４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。 

 

土曜参観について 

日時 1月１８日（土）8:50～10:25 

１・２学期と成長してきた子供たち

の姿を見ていただければと思っていま

す。２時間目までが公開です。 

詳細は、別紙配布のプリントをご参照
ください。 

１月の行事予定 【お知らせ】 

連合音楽会のラジオ放送について 

５年生が参加した連合音楽会当日の

演奏の模様が調布 FM（83.8MHz）に

て放送されますのでお知らせいたしま

す。 

日時：１月１８日（土）15 時から 16

時 


