
 

想像力を働かせて 
副校長  黒木 美穂 

 

令和３年度、新学期が始まって３週間が過ぎました。桜はすっかり葉桜となり、校庭の欅の

木にも葉が生い茂る季節になりました。子どもたちから聞きましたが、葉が一番多く付いてい

る欅の木は三小のマスコット「ケヤッキーの木」だそうです。木陰で気持ちよく過ごしている

のかもしれませんね。 

明日から７連休となります。家族と過ごす時間が長くなるため、特に１年生の生活リズムの

乱れが少し心配です。「早く学校に行きたい！」という気持ちに期待し、また元気に登校してほ

しいと思っています。そんな１年生ですが、校門や玄関の前で足が止まる子もいます。その

時、近くの上級生が駆け寄って励ましてくれている場面も見られます。教室での朝準備の時間

には、１年生の教室に６年生が数名お手伝いに入っています。上級生はちょっとした様子を見

て、１年生の気持ちを想像しています。「頑張っているな！」「心細いかな？」「困っていないか

な？」と想像力を働かせ、「すごいね！」「大丈夫？」「どうしたの？」と声をかけています。上

級生の優しさが表れる場面ですが、そんな場面をつくってくれるのも１年生です。１年生がい

ることで進級したこと、上級生になったことを実感できます。これが１年生から６年生までが

同じ環境で生活している小学校のよさなのだと思います。 

他者の気持ちを想像し、その人の立場に立って考えられるのは、人間の最も人間らしい部分

だそうです。人の気持ちに思いを向ける、思いやりの気持ちの基になるのが創造力です。「こん

な言い方をしたら、相手は嫌な思いをするかもしれない」「自分はいいけど、相手はよく思わな

いかもしれない」…。想像力は人間関係を良好にします。実社会ではどうでしょうか。この創

造力が弱まってきているような気がしています。国語の学習で登場人物の気持ちを文脈から想

像する、発表している子の思考過程を想像する、歴史上の人物の生き方や思いを想像するな

ど、学習内容や学習活動の多くが想像力を育むためのものになっています。同様に多様な経験

も想像力を養うことにつながっています。 

 

先週土曜日は調布市防災教育の日でした。緊急事態宣言発令前日ということもあり、予定し

ていた引き渡し訓練は中止となりましたが、防災啓発講話、命の授業が行われ、１年ぶりに校

庭に避難することもできました。教室から校庭に出て、避難してきたクラスから整列するとい

うこと、見に来てくださった調布消防署の方からもお褒めの言葉をいただきました。私たち教

職員にとっても、久しぶりの校庭への避難訓練だったので、とてもいい緊張感をもって取り組

むことができたように思います。 

 

緊急事態宣言が２５日に出されました。学校では、今まで以上にマスク着用、正しい手洗

い、三密回避を徹底させることが「自分の命を守ること」「人の命を守ること」につながること

を指導していきます。今後もどうぞご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月２８日 ５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 

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】 
 

 １０年間という長い間、大変お世話になりま

した。溢れるほどたくさんの感動した思い出が

あります。語りつくせないほどです。今まで関

わってきたすべての子どもたち、すべての保護

者の皆様・地域の皆様に深く感謝いたします。

またお会いできると信じています。そのときを

楽しみにして、元気でいたいと思います。あり

がとうございました。 
                               

前２年４組担任 奥井 寿美子 
 

 三小で過ごした４年間で、たくさんの思い出

ができました。一番の思い出は、７０周年の記

念式典です。子どもたちと、地域の方々と、教

職員が一体となって、とても素敵な式典が行わ

れたことや、ケヤッキーが誕生したことなどを

今でもよく覚えています。三小から離れること

はとても寂しいですが、三小での思い出を心の

中で大切にし、新しい場所でも頑張っていきま

す。ありがとうございました。 
 

前６年１組担任 平本 蘭子 
 

右も左もわからず、学校の門をくぐってから

あっという間の７年間。三小の児童、保護者の

方、地域の皆様に大変お世話になりました。ま

だまだコロナウイルスで学校での活動が例年の

ようにできませんが、“今だからできること”

をやってのける第三小学校ならばどんなことが

起きても大丈夫だと思います。そんなワクワク

ドキドキが止まらない第三小学校をこれからも

作っていってください。 
 

      前６年２組担任 中原 秀文 
 

算数少人数担当、１年生の担任、図工専科と

して、たくさんの子どもたちと過ごした４年半。

明るくて素直、何事にも一生懸命に取り組み、

友達の気持ちを大切にする三小の子どもたち。

本当に幸せな日々を送ることができました。保

護者・地域の皆様、大変お世話になりました。

ありがとうございました。これからも子どもた

ちの健やかなる成長を願っています。 
 
       前図工専科 濵田 直美 

 

 

 

 

 

低学年算数に関わった最初の７年間を三小

の皆様に支えていただきましたこと心から感謝

しております。時代が変化しても、子ども一人

一人の存在の大切さと愛おしさは変わりません。

三小の子どもたちが校庭にそびえる欅のように

堂々と…寒さを乗り越え開花する桜のように

輝かしく…そんな大人になってほしいと願って

います。ありがとうございました。 
 

       前低学年算数 堀川 美恵 

 

 三小の皆さん、元気にしていますか。まだま

だコロナ禍で規制された生活ですが、たくさん

給食を食べて健康な体を作って元気に過ごし

てください。６年間お世話になりました。あり

がとうございました。 
 

給食調理 鴨居 真紀 
 

 昨年の４月に再度着任し、広い校庭と落葉樹

がある大変美しい学校で過ごさせていただきま

した。元気に挨拶ができる子どもが多く、素晴

らしい学校でした。私は、一年間全力で仕事を

してきましたが自分にとって満足できる一年で

した。 

 第三小学校は、本当に良い学校です。感謝し

ています。お世話になりました。 
 

前用務 高坂 隆司 
 

第三小学校では、一年間と短い時間ではあり

ましたが、久しぶりに子どもたちの元気な姿が

たくさん見られて楽しかったです。 

これからも勉強に運動に遊びにと楽しい学校

生活を送ってください。ありがとうございまし

た。 
           前市事務 大石 ひとみ 

 

  こんにちは。私は今、日野市で勤務していま

す。皆さんに会えないのは寂しいですが、三小

でいただいた皆さんの優しさが支えになってい

ます。辛いときも大変なときも皆さんが笑顔で

頑張る姿にはたくさんの勇気をもらいました。

６年間、本当にありがとうございました。皆さ

んに多くの幸せが訪れますように！ 
 

    前都スクールカウンセラー 細野 成美 
 

 



 

 

 

 

 【転入の方々より】 

 
はじめまして。千代田区立麹町小学校から来まし

た。山越友莉子です。今年は専科なので、多くの学

年の子どもたちと関われること、嬉しく思っていま

す。たくさんコミュニケーションをとっていきたい

と思います。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

   家庭科・音楽・図書 山越 友莉子 

 

 

市内石原小学校より異動して参りました。樹齢

７０年を超える見事なけやきの大木７本、校舎の周

りに溢れる色鮮やかな花々、そして明るく挨拶をし

てくださる子どもたちに「よい学校だなぁ」と感激

の一ヶ月を過ごしました。子どもたちの「楽しい！

分かった！」の声がたくさん聞けるように頑張りた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 
 

       低学年算数 八賀 久美子 

 

 

今年度から第三小学校の栄養士となりました小

前と申します。子どもたちが安心して食べられるよ

うな献立・給食を作ってまいります。「給食おいし

かった」など嬉しい声がとても励みになります。ど

うぞ、よろしくお願いします。 
 

             栄養士 小前 沙羅 

 

 

飛田給小学校より異動して参りました。安全でお

いしい給食を目指し、一生懸命作りたいと思いま

す。皆さんが健康で楽しい学校生活が送れますよう

願っています。よろしくお願いします。 
 

      給食調理 サラム・エムディ・アブドス 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市内の第五中学校からまいりました用務の齋藤

です。小学生の孫が４人おります。コロナで会えな

い日々が続き、とても寂しく感じていますが、三小

の元気な子どもたちの姿を見る度に大きな元気を

いただいています。皆さんが、美しくきれいな学校

生活が送れるように頑張ってまいりますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

              用務 齋藤 康雄 

 

 

 お花がいっぱいの学校に晴れやかな気持ちで

出勤し、元気に話しかけてくれる子どもたちに

会うのが楽しみな毎日です。子どもたちが安全

な施設の中で学校生活を送ることができるよう、

また先生方が充実した授業を進められるよう、
事務員としてお手伝いさせていただきます。ど

うぞ、よろしくお願いします。 

 

市事務 小西 千華子 
 

 

はじめまして。スクールカウンセラーの杉沢智

子と申します。毎週木曜日に勤務致します。「十

人十色」といわれるように子どもたちの個性も

それぞれあります。一人一人のお子さんに合っ

たサポートを皆様と一緒に考えてまいりたく思

います。どうぞお気軽にご相談ください。よろ

しくお願いします。 

 

都スクールカウンセラー 杉沢 智子 

 



５月の行事予定              【お知らせ】 

日 曜日 行 事 予 定 

1 土  

2 日  

3 月 憲法記念の日 

4 火 みどりの日 

5 水 こどもの日 

6 木  

7 金 安全指導 

8 土  

9 日  

10 月 放送朝会 委員会活動 尿検査１次 パルシステム田植え指導５年 

11 火 尿検査１次追加回収 

12 水 たて割り班顔合わせ 眼科検診（全学年） ※全学年４時間授業 

13 木  

14 金  

15 土  

16 日  

17 月 放送朝会 クラブ活動 

18 火  

19 水 仲良しタイム 避難訓練（一斉下校） 

20 木 内科検診１年 

21 金  

22 土  

23 日  

24 月 放送朝会 

25 火  

26 水 ゲーム集会 尿検査２次 

27 木 全国学力学習状況調査６年 

28 金  

29 土  

30 日  

31 月 放送朝会 クラブ活動 あいさつ運動始 

 

 ６月当初の予定 
１日(火) 安全指導 教育実習始 
２日(水) 仲良しタイム 
３日(木) 体力テスト 
４日(金) あいさつ運動終 ソフトボール投げ４・５・６年 
７日(月) 水泳指導始 委員会活動 教育実習(養護)始 

１０日(木) 歯科検診１・３・５年 

5月のレインボールーム 

★火曜日担当★ 花嶋 舞桜 

１１日 １８日 ２５日  

★木曜日担当★ 杉沢 智子 

１３日 ２０日 ２５日(火) 

 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 

例年、５月に行っている運動会は、

今年度は１０月３０日(土)に予定して

います。詳細は２学期にお伝えいたし

ます。 

三小ホームページについて 

今年度も、保護者の皆様に学校での

子どもたちの様子を直接見ていただく

機会がなかなかもてません。ホームペ

ージ内の「学校生活」また、「校長通信」

では、子どもたちの学校生活や学習の

様子を随時アップしています。（「学校

生活」は、写真をクリックすると詳細

が出てきます。）不定期の更新ではあり

ますが、子どもたちの様子を知る一助

となれば幸いです。 

下記ＱＲコードより三小ホームペー

ジにアクセスできます。ぜひご覧くだ

さい。 

 

 

 

給食費・教材費の引き落としについて 

引き落とし日 ５月６日(木) 

※入金締切日 ４月３０日(金) 

予備の引き落とし日は５月２０日(木) 

入金締切日は１９日(水)です。 

（１年生は６月からの引き落とし） 

 ５月は４月と合わせて２ヶ月分の

引き落としになります。また、教材

費も同時に引き落とされます。必ず

各学年だより４月号をご確認の上、ご

入金をお願いいたします。 

 給食費の滞納があると食材の購入に

支障をきたします。責任をもって滞り

なくお支払いただきますよう、お願い

いたします。 


