
 

相手の気持ちになって考える 

副校長  黒木 美穂 

三小に来てそろそろ１ヶ月が経とうとしています。異動してきたばかり，昇任したばかりで，

右も左もわからない私に子どもたちは｢あっ，副校長先生だ！こんにちは！｣と元気に呼びかけて

くれます。そのお陰で，されど１ヶ月，だいぶ三小に慣れることができました。また，新旧ＰＴ

Ａ役員会でも，役員になった方々がとても優しく接してくださるので，ここまで頑張ってくるこ

とができました。日々の教育活動へのご協力ありがとうございます。 

先日，３，４年生の遠足に行きました。４年生がグループのリーダーになり，３年生と一緒に

高尾山を登ります。歩き始めてすぐに｢飴タイムいつにする？｣とグループの仲間に聞く子，おし

ゃべりしながら楽しく登る子，｢大丈夫？｣と優しく声をかける子，走って登っていく子など，本

当にいろいろな姿が見られました。その中で，とても素敵だな，と思った場面を紹介します。グ

ループ全員で行動することがめあての一つでした。でも，体力差がありますから，グループによ

っては先にどんどん進んでしまう子がいたり，｢遅いんだよなぁ。｣と言ってしまう子がいたりし

ました。その時「もし自分が相手の立場だったら，どんな言葉をかけてもらうと嬉しいかな？」

と投げかけました。すると，文句ともとれる言葉を発していた子は，はたと口を閉じ考えていま

した。「ちょっと待って，もう少しゆっくり歩こう。休憩する時間をとった方がいいかな。」と近

くにいた仲間に話しているではありませんか！相手の気持ちになって考えること，なかなか難し

いことですが，三小の子どもたちはそうやって考えることができる素敵な子どもたちなんだなと

感心しました。その後，優しい言葉をかけ仲良く登っていく様子が見られ，心が温かくなりまし

た。 

さて，三小は今年１９学級となり，４年生が南校舎に入りました。教室移動が大変そうですが

頑張っています。給食の前に，アレルギー対応児童のいるクラスを中心に教室を見回り，児童の

様子を見て回っています。児童一人一人が，自分なりに進級した思いを胸に，学校生活を送って

いるのが伝わってきます。その中で，少し頑張りすぎている子もいるように感じます。どうぞこ

の連休で体を休められるようにし，連休明け気持ち良くスタートできるようご協力をお願いいた

します。 

明日２７日（土）は調布市防災教育の日です。今年度は調布消防署の方が「災害が起きた時，

あなたができること」という演題で防災講話と簡単にできる応急処置の演習を保護者向けにして

いただく予定です。３校時（１０：３５～）体育館で行います。また，４校時は引き渡し訓練に

なっています。天気がよければ，校庭での引き渡しを予定しています。安全・安心メールの新規

登録，在籍学年学級登録変更のご協力ありがとうございました。まだの方は，この日にまたメー

ルを流す予定ですので，ご確認ください。多くの方々のご参加をお待ちしています。 
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５月の目標 

【生活目標】        【あいさつ目標】           

  落ち着いて生活しよう    「おはよう」のあいさつをしよう     

  時刻や場面によって様々なあいさつが交わされますが，まずは「おはようございます」， 

そして「さようなら」のあいさつをしっかりと交わせるように指導しています。 

  ご家庭，地域でも ，ぜひお声かけをお願いいたします。 

 

三小ケヤッキー 



 

 

【転出の方々より】 

 

 第三小学校での３年間は，本当に楽しい夢のよう

な時間でした。笑顔のすてきな子どもたち，熱心な

教職員，力強く学校教育を支えてくださる保護者・

地域の皆様，すべてが私の宝物です。この宝物を大

切に心にしまい，深大寺小学校でもがんばります。

本当にお世話になりました。ありがとうございまし

た。               

                                         

前副校長 亀田 親子 

 

 

 ３年間，シンガポール日本人学校で様々なことを

見聞きして思うのは，いろいろなことに挑戦すると

多くのものが得られるということです。失敗を恐れ

ないでチャレンジする皆さんを遠くから応援してい

ます！一緒に勉強したみんなが卒業式の準備をして

いて，立派になったなとうれしい気持ちになりまし

た。お世話になりました。 

 

シンガポール日本人学校派遣・元２年３組担任 

村上 聖文 

 

 

三小の子どもたちと一緒に笑い，一緒に涙し，一

緒に考え，一緒に学び･･･共に過ごした一瞬一瞬は，

全て私の宝物です。ここで学ばせていただいたこと

にさらに磨きをかけて，また新たな場所で出会う子

どもたちにプレゼントしていこうと思っておりま

す。 

保護者・地域の皆様，本校教職員の皆様，そして，

三小の児童の皆さん，卒業生の皆さん，本当にあり

がとうございました。三小大好きです。 

 

      前高学年算数少人数 南 忠広 

 

 

 三小のみなさん，お元気ですか。新しい学年や学

級にも慣れたころでしょうか。いろいろな学年，教

科で一緒に学習した日々は本当に楽しかったです。 

三小の素敵なところは，みんなあいさつが上手で，

素直に一生懸命がんばるところだと思います。みん

なの笑顔が絶えない楽しい学校生活を送れること

を心より願っています。 

 

          前講師 菅生 真貴子 

 

 

 

 

 

 

 

 ２年間お世話になりました。 

 三小のみなさんが，「おはようございます。」と，

毎朝すてきなあいさつをしてくれたおかげで，気持

ちよく，おいしい給食をつくる元気をもらえました。

ありがとうございます。これからも，「食べること

は楽しい。」「給食が好きだ。」と思ってもらえるよ

う頑張ります。みなさま，お元気で。 

 

        給食調理 馬面 知春 

 

 

 第三小学校での２年間，楽しみながら給食をつく

り，児童の皆さんに食べていただけてとてもうれし

かったです。ありがとうございました。 

 

給食調理 早川 智美 
 

 

 第三小学校で４年間お世話になりました。給食を

通じて子どもたちが大きくなる姿を見ていられてと

ても楽しく，顔を合わせるといつも気持ちのよいあい

さつをしてくれましたね。これからもたくさん食べて

元気に心も身体も成長していってほしいと思ってい

ます。ありがとうございました。 

 

給食調理 小野 智子 

 

 

 

 

【退職の方より】 
  

４年間大変お世話になりました。三小でのすべて

の出会いに感謝しています。何でも本当に一生懸命

がんばる子どもたち。一緒に過ごした日々は大切な

宝物となっています。これからも子どもたちの健や

かでのびやかな成長を願っています。 

 

前特別支援専門員 吉沼 智子 



 

 

 

 
 

  【転入の方々より】 

 
はじめまして。江東区の明治小学校からこの４月

に副校長として着任いたしました，黒木美穂です。

元気で素敵な挨拶のできる子どもたちと教職員，そ

して地域の方々がしっかりと支えてくださっている

素晴らしい第三小学校に来られて幸せです。 

どうぞ，よろしくお願いします。 

 

           副校長  黒木 美穂 

 

 

市内の第一小学校から異動して参りました，原田

真実です。素直で笑顔が輝く子どもたちと出会えて

嬉しく思います。保護者，地域の皆様と協力し合い，

充実した毎日を過ごせるよう，力を尽くします。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

      １年３組担任 原田 真実 

  

 

八王子の秋葉台小学校から来ました，町田弓子で

す。第三小学校の子どもたちは，元気いっぱいで挨

拶上手，とても素敵な子どもたちで，私も日々その

パワーをもらっています。子どもたちの良さがます

ます輝き，さらに成長していけるよう，頑張ってい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

         ３年３組担任 町田 弓子 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度，お隣の富士見台小学校から来ました，田

所起左子です。三小の子どもたちは明るく元気であ

いさつも立派だなと思いました。早く三小に慣れて，

そんな子どもたちと一緒に勉強したり，たくさんお

話をしたりしていきたいです。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

スクールサポーター 田所 起左子 

 

 

 はじめまして。この４月から新しく給食調理員と

して働くことになりました。学校の中ではろうかな

どで会うと思うので覚えてください。皆さんの成長

に欠かすことのできない昼食をつくる重要さを感じ

ながら，こつこつと慌てることなくつくります。し

っかり噛んで一緒に成長しましょう。よろしく。 

 

給食調理 小島 正美 

 

 

北ノ台小学校から異動してきました。みなさんが

おいしい給食を食べて，毎日楽しく過ごせるように，

一生懸命つくります。 

これからよろしくお願いいたします。 

 

給食調理 有住 昌春 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～3・4年生 高尾山遠足～ 

 高尾山には，いろいろなスズメバチが

いるんだ！新たな発見もしながら頂上

を目指しました。 

 

桜の下でのお弁当は，おいしさ倍増！登り

疲れも吹き飛びました。 

 

 

 

 



５月の行事予定              【お知らせ】 

日 曜日 行 事 予 定 

1 水 即位の日 

2 木 国民の休日 

3 金 憲法記念の日 

4 土 みどりの日 

5 日 こどもの日 

6 月 振替休日 

7 火 縦割り班顔合わせ 聴力１年 安全指導  

8 水 仲良しタイム 眼科（全学年）調布市小学校教育研究会 

9 木 石拾い集会 耳鼻科（全） 委員会 1年5校時開始  

10 金 尿検査１次  

11 土   

12 日  

13 月 朝会 運動会特別時程始 運動会係活動(６校時)  

14 火    

15 水   

16 木 内科１年 運動会全校練習① 

17 金  

18 土  

19 日  

20 月 朝会 運動会係活動(６校時)  

21 火 運動会全校練習② パルシステム指導5年 

22 水 運動会全校練習③ 

23 木  

24 金 尿検査２次 リハーサル 運動会前日準備 

25 土 運動会 

26 日  

27 月 振替休業日  

28 火 3年やご捕り 

29 水 集会（ゲーム） 避難訓練(集団下校５校時)  

30 木 ソフトボール投げ(４・５・６年生)歯科（２・４・５年） 

31 金 体力テスト（全学年） 

                                                                                                             

学期                                     
６月当初の予定 

３日（月）あいさつ週間始 朝会 体力テスト予備日(全校児童)   

教育実習始まり 委員会活動              
  ４日（火）安全指導  音楽鑑賞教室（6 年）    
５日（水）３～６年６時間授業（６日研究授業のため） 
６日（木） 仲良しタイム 歯科検診（１・３・６年）研究授業のため４時間授業 

７日（金）あいさつ週間終 セーフティ教室（1 年 5 校時）     

８日（土）道徳地区公開講座 

5月のレインボールーム 

★火曜日担当★ 野中瑞貴 

７日 １４日 ２１日 ２８日   

★金曜日担当★ 細野成美 

 １０日 １７日 ２４日 ３１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。 

運動会について 

今年度の運動会は、５月２５日（土）

に実施いたします。天候による延期の

場合の日程については以下の通りにな

ります。 

★５月２５日（土）雨天中止の場合 

→休業日。運動会は２６日（日）に 

延期。 

★５月２６日（日）も雨天中止の場合 

 →通常授業（火曜時間割の５時間） 

  お弁当持参。２８日に延期。 

★５月２７日（月）振替休業日 

★５月２８日（火）中止の場合は 

→通常授業。以後順延 

※運動会についての詳細は、後日お知

らせいたします。 


