
 

TOKYO 2020 からの飛躍 
                    校長 辻 久恵 
 コロナ禍において緊急事態宣言下での夏休みでしたが，大きな事故やけがもなく２学期が迎えら

れること，たいへんうれしく思うと同時に，保護者の皆様，地域の皆様に感謝申し上げます。 

 

 オリンピック・パラリンピックを終え，振り返ると自国開催の TOKYO ２０２０では数多くのド

ラマが繰り広げられ，その中で得た感動と学びを飛躍へとつなげていければと考えています。 

 一つ目は，「あきらめない」です。病を克服して出場に辿り着いた選手，また，小さいころから

練習に練習を重ねてきてようやくメダルを獲得した選手，実施種目に返り咲き連覇を果たした選手

等，様々ですが，共通していることは「あきらめない」で，たゆみない努力を続けたことです。 

二つ目は，「感謝」です。選手のインタビューを聞いていて共通していることは，「指導してくだ

さった監督やコーチ，家族，応援してくれた皆さんに感謝しています。」と「感謝」の気持ちを述

べていました。人は一人では生きていけません。自分の頑張りはもちろん多くの人に支えられてい

ることへの感謝の気持ちが伝えられることはとても素敵なことだと思いながら聞いていました。 

 三つ目は，「おもてなし」です。「素晴らしいパフォーマンスと笑顔，そして日本に来てくれてあ

りがとうございます。」と書かれたメッセージボードを手に空港で選手たちを拍手で温かく送り出

すボランティアグループの姿に「ちょっとした気配りが美しい」と「おもてなし」に感銘を受けた

という選手の声。他にも様々な場面で活躍するボランティアに対する称賛の便りを目にしました。 

 四つ目は，「あるものを徹底的に突き詰める」です。パラリンピアン一人一人が自分の持ち味を

最大限生かして全力を尽くしている姿に感動しました。「パラハートちょうふ」に結び付きます。 

 

三小でも TOKYO ２０２０に匹敵する暑い夏がありました。教育委員会の許可をいただき７月２

１日からお盆の頃を除いて８月２３日まで，調布市健全育成推進第三地区委員会の皆様がソフトボ

ールの練習を行ってくださいました。早朝からご指導くださいました会長さん，監督，コーチの方々

に心より御礼申し上げます。本校職員も参加させていただくことができてよかったです。 

今年は３年生が多く，初めてグローブを手にした子もいましたが，練習の回を重ねるごとにどん

どん上手になり，ボールをキャッチできるまでになってきました。技術面の上達だけではありませ

ん。練習開始前に準備，挨拶をして練習開始，存分に汗をかいて後片付け，その間，高学年が範を

示し，先輩の姿から下級生が学ぶ場面も数多くありました。そして何より，仲間と過ごしたひと夏

により，チームワークの尊さを体得できたことも大きな財産になったことと思います。 

 

最後になりましたが，２学期の行事については，調布市教育委員会のガイドラインを基に子ども

たちの思いを大切にしながら教職員で検討しています。新型コロナウィルスの感染状況により変更

になる場合もあります。その節は，ご了承くださいませ。今学期も保護者の皆様，地域の皆様から

一層の温かいご支援，ご協力を賜り，安全で子どもたちが明るく元気に安心して学校生活が送れる

第三小学校にしてまいります。何卒，よろしくお願い申し上げます。 
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 ９月の目標 
【あいさつ目標】 自分から挨拶をしよう  【生活目標】 規則正しい生活をしよう  
 ２学期はリモート授業で家庭学習からのスタートとなりました。早寝早起きを心がけ，生活リズムを

整え，メリハリのある毎日を送れるように，お子さんへの声掛けをよろしくお願いいたします。 

 



 

 

オリンピック・パラリンピックが終わりました。パラリンピックの開会式では，長野パラリンピック金メダ

リストのマセソン美季さん(令和元年度本校にて全学年に講演)，車いすダンサーの神原さん（昨年度本校４年

生と交流）が出演されていました。車いすバスケットボールでは，京谷和幸ヘッドコーチ（令和元年度本校に

て全学年に公演）が活躍されました。オリパラ教育の今までの繋がりを感じつつ，終わったから途切れるもの

ではなく，学びを今後も生かしていければと思っています。今後，ゴールボールのボールが学校に来る予定で

す。テレビで見た種目を，経験する取り組み等も行っていき

たいと考えています。 

残念ながらオリンピック・パラリンピックを生で観戦する

ことはできませんでした。しかしテレビ観戦をして，子ども

たちそれぞれの心に残ったものがあるでしょう。どの学年も

夏休みに，観戦記録の作成が課題に出ました。子どもたちか

ら，どんな感想が聞けるのか楽しみです。校内に，オリパラ

ロードを作成中です。子どもたちの感想を掲示し，全学年が

読み合い，共有していけることを願っています。 

 

 

 

 

 7月 7日（水），本校で体験型授業「あすチャレ！スクール」を実施していただきました。 

講師には 1988年ソウル～2016年リオパラリンピックの 7回日本代表選手として活躍し，「超人」「ラスト

サムライ」の異名をもつ陸上競技のメダリスト，永尾嘉章先生にご指導いただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 全員で車いすリレーの体験をした他，代表児童は陸上使用の車いすで時速何ｋｍを出すことができるか

競争も体験させていただきました。また，永尾先生からは「あきらめずに挑戦すること」等様々なメッセ

ージをいただき，子どもたちは自分も夢に向かってチャレンジしていきたい，と思いを新たにすることが

できたようです。最後に本物のメダルを見せていただきながら一人ずつお別れの挨拶をしてスクールは終

了。子どもたちは，パラリンピックやパラリンピアンの方々に強く興味をもつことができ，大満足の体験

授業でした。 

 

 

 

 

 

 

 あすチャレ（４年生） 

  

  



少人数指導担当 石山 哲 
 

GIGAスクール構想による一人１台タブレットの活用が始まりました。それを受け，高学年算数教

室では，昨年度と同様に来室次第，ノート・教科書を開いて前の時間の学習内容を確認すること（＝

算数のストレッチ）以外に，学習でのタブレット準備の指導をしています。協働的な学びを進める

ために，ミライシードのオクリンクを起動したり，練習問題を解く活動の続きとしてドリルパーク

やデジタルコンテンツを起動し授業開始まで取り組んでいたりするなど，児童は自分の学習の状況

に応じて進んでタブレットを活用する姿勢が育っています。タブレットを活用した様々な学習活動

に対し，児童は喜んで主体的に取り組んでいます。学習進度に応じたふさわしい取り組みを各自が

考え，実践していくことで，児童一人ひとりの学びの姿勢が着実に育っていくことでしょう。 

高学年算数教室では，昨年に引き続き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」を中心とした様々なプリントを学年ごと，単元ごとに用意しています。学習の合間に

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。また，３～６年生全ての単

元のプリントを算数室の棚やラックに常設し，いつでもやり残し，積み残しを感じる単元の自習が

できるようにしています。タブレットの利活用と並行して，ぜひ活用してほしいと考えています。 

単元の終末にはワークテストの前にプリント「Ａ,Ｂ」を解いています。単元の学習がどの程度身

に付いたかを確認し，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ています。ワークテ

ストに向け，適切な対策ができるようにしています。環境を生かし，十分に備えることで，自信を

もって，ワークテストに臨んでいってほしいと思っています。 

少人数指導担当 八賀 久美子 
 

 マスクで口元は見えませんが，元気に大きな声の，「算数のお勉強を始めましょう！」の挨拶で算
数ルームに集まるメンバーの学習は始まります。 
一学期，２年生は各クラスから算数ルームに集まった 18人で，『たし算ひき算のひっ算のしかた』

から始まりました。単元ごとにメンバーが入れ替わると，クラスの雰囲気もがらりと変わりますが，
子どもたちは意欲的に学習を進めることができました。 
「□百□十□コのクリップを間違いなく，簡単にパッと見てすぐわかるようにまとめてみよう」

という課題では，「・２とびで数えて～」「10こずつ袋にいれて～」「10が 10コで 100だから…（み
んなの意見）」というように，みんなで意見を合わせながら解決していきました。また，以下のよう
に学習したことを基に，自ら考えながら課題に取り組むこともできました。 
・１dlの小さなコップに入る水のかさ（量）はどれ位？「僕は一気飲み出来るよ！」 
・そのコップには１mlの入れ物の水が何杯入るかな？～100杯だ！１dl＝100ml 
・大きい牛乳パックには何杯入るかな？ 10杯だった！ 
・100が 10コで 1000だから…100mlが 10杯だから 1000mlだ！ 10dl＝1000ml 
繰り返しの練習やノートまとめの個別指導を通じて「算数好きになった！」の声がたくさん聞け

ることを願っています。二学期は，いよいよ「かけ算九九」の学習が始まります。楽しみながら学
習を進めていきましょう。 
１年生の授業は，各教室に入って指導しました。「黒板を見ているかな？」「しっかり考えている

かな？」「今日の課題をやり遂げられたかな？」と一人一人の表情を観察しながら，教科書やノー
ト，筆箱や数の学習にはなくてはならないブロックの扱い方，課題に応じた作業等に向けて言葉か
けをしながら，学習を進めていきました。 
特に５や 10の分解は，「１と４でごま団子「５」」，「２と３でごま団子「５」」，「１と９でごま饅

頭「10」」，「２と８でごま饅頭「10」」…と繰り返し，楽しく歌いながら手ぶりを付けて身に付ける
ことができました。実はこの手遊び歌，二学期から始まる「くり上がりのあるたしざん，くりさが
りのあるひきざん」の学習にのための大切な準備だったのです。覚えているとうれしいです。  
二学期はオンライン授業からスタートします。「算数はおもしろい！」「算数は楽しい！」の声が

たくさん聞くことができるよう，子どもたちと一緒に頑張ります！  
       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９月の行事予定              【お知らせ】 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

9/1 水  

2 木  

3 金  

4 土  

5 日  

6 月 始業式 

7 火 オンライン授業① ※１,２年４時間 ３～６年６時間 

8 水 オンライン授業② ※１,２年４時間 ３～６年５時間 

9 木 オンライン授業③ ※１,２年４時間 ３～６年６時間 

10 金 オンライン授業④ ※１,２年４時間 ３年５時間 ４～６年６時間 

11 土  

12 日  

13 月 登校再開 放送朝会 給食始 委員会活動 

14 火  

15 水 ゲーム集会 学力調査アンケート５年 

16 木 
学力調査アンケート４年 計測６年 
マヨテラス オンライン見学３年 

17 金 学力調査アンケート６年  

18 土  

19 日  

20 月 敬老の日 

21 火 ユニセフ集会 計測２年 

22 水 ミニ遠足１・２年 計測５年 

23 木 秋分の日 

24 金 ミニ遠足３・４年 計測１年 

25 土  

26 日  

27 月 放送朝会 クラブ活動 

28 火 
（ミニ遠足予備日１・２年）計測４年 
トヨタ自動車工場オンライン見学５年 

29 水 
仲良しタイム ゆめオリ陸上クラブ出前授業１年 
計測３年 校内研究授業 6-3(５時間目) 

※他の学級は４時間授業 

30 木 （ミニ遠足予備日３・４年） 避難訓練 

９月のレインボールーム 

★火曜担当★ 花嶋 舞桜 

９月７日・２１日・２８日 

★木曜担当★ 杉沢 智子 

９月２日・９日・１６日・３０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。 

給食費引き落とし日について 

９月分の給食費の引き落とし日は， 

本日６日(月)でした。 

引き落とし予備日は２１日（火）， 

入金締め切り日は１７日（金）です。 

【１０月の当初の主な行事予定】 
４日（月）委員会活動 
５日（火）就学時検診（特別時程４時間・給食有り 12:45 下校） 
９日（土）土曜授業日（合同防災訓練 予定） 

１１日（月）振替休業日（６年生は日光移動教室始） 
１３日（水）日光移動教室終 
１４日（木）６年生振替休業日 

体罰ゼロ宣言 

体罰根絶に向けて 

ワンチーム！ 

を宣言いたします。 

教員の服務研修を行いました。 

・体罰をしない，させない，許さない 

・心にゆとりをもった指導 

・相談し合える職場づくり 

以上のことを，職員一同，継続して 

いきます。 

感染予防について(保健だより) 

本日，保健だよりをお配りいたしました。

お子さんと一緒にご覧いただき，感染予防

について今一度ご確認の上，ご協力の程よ

ろしくお願いいたします。 

オンライン授業期間の時程について 

朝の会  ８：４０～ 

１校時  ８：５０～ ９：３５ 

２校時  ９：４０～１０：２５ 

３校時 １０：４５～１１：３０ 

４校時 １１：３５～１２：２０ 

昼食・昼休み１２：２０～１３：１０ 

５校時 １３：１５～１４：００ 

６校時 １４：０５～１４：５０ 

※掃除時間がないため，午後の時程が 

通常とは異なります。 

今後も，感染状況等により，お知らせし
ていた予定が急遽変更する場合も考えられ
ます。ご迷惑をおかけしますが，ご理解，
ご協力の程，よろしくお願いいたします。 


