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 10月は、学校公開がありました。9割に近い保護者の皆様にご来校いただきました。子どもたちの学

校での学びの様子を参観いただき、子どもたちも家族に見守られながらの授業に張り切っていた子ども

たちも多くいたのではないかと思っています。参観してのアンケートは、約 4割の方からお声を届けて

いただけました。多くの保護者の方に、肯定的なご意見をいただきました。温かい皆様の声を励みにし、

今後の教育活動に一層努力してまいりたいと考えております。 

また、学校公開日の午後には、3年ぶりの「ワイワイ広場」を PTA、健全育成委員会、地域学校協働本

部と協力して実施いたしました。感染症予防を考慮して事前申込制の下、多くの子どもたちや保護者の

方に来校していただき、多くの笑顔を伺うことができた様子から楽しいひと時を過ごしてもらえたので

はと思っております。開催した側も実施して良かったなと嬉しい思いになりました。 

その後 3連休最終日の 10 日から 12 日までの 2泊 3 日で、6 年生は日光移動教室へ行きました。子ど

もたちが自分たちで掲げた目標は、「『学び』と『楽しさ』の追究」でした。私は、その目標達成のため

に 2つの視点を意識するよう話しました。 

1点目は、「安全」でした。健康で怪我のない活動にするために、体調に無理なく過ごすことに努め、

体に不調を感じた際には直ぐに先生方に相談するよう話しました。幸い体調を大きく崩す子どもはおら

ず、子どもたちの体の丈夫さと健康管理に感心しました。  

2点目は、「業間」の行動を意識するよう話しました。移動教室は教室を離れて行う授業であり、日光

の自然や歴史に触れる等多くの貴重な場面がある中で、それと合わせて体験や見学する合間の多くの時

間（業間）をどのように過ごすかで、移動教室が楽しい充実した時間になるか、そうではなくなるかが

決まるという話をしました。 

2泊 3日の日程は、天候にも恵まれすべての行程を実施することができました。 

子どもたちは、充実した活動の中にも課題を見出していました。課題ある場面は、 

宿舎での自分たちの裁量の時間である正に「業間」でした。班長を中心に先生たち 

と話し合いながら、自分たちのよりよい在り方に近づけるよう努力していました。 

子どもたちの生活を見直す視点に、他者理解や切り替えを大切にする等の考えが出 

されるようになり、一人一人の子どもたちの意識へとつながっていったように感じられました。 

6 年生にとっては、この行事がちょうど折り返し地点であり、この移動教室で学ぶことができた考え

方や意識を大切に、今後の教育活動に生かしながら卒業まで充実した日々を過ごしてほしいと思ってい

ます。 

 

１１月の目標 
【生活目標】進んで体をきたえよう     【あいさつ目標】相手を見て自分からあいさつをしよう 

 秋が一気に深まってきました。青空のもと、思いっきり体を動かすのにちょうどいい季節です。学校

でも手洗いなどの感染対策をとりながら、以前のように休み時間にボール遊びを楽しめるようになりま

した。週末にスポーツをするなど、ご家庭でも体を鍛える機会を作っていただければと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

１０月１０日から１２日まで、２泊３日で日光へ行ってきました！ 

１日目 

２日目 

３日目 

↑ 三小ただいま！学びと楽しさを追究 

した、あっという間の３日間でした。 

５年生のみなさん、 

心温まるメッセージを 

ありがとう！ 

↑ どの子も真剣にお土産

を選んでいる姿が見られ

ました。購入後はとても満

足な表情をしていました。 

何がいいかな？ 迷っちゃうな～。 

日光東照宮で、歴史的な建造物を見学しま

した。ガイドさんのお話から彫刻に込められ

た意味を聞き、更に学びを深めました。   

話を聴く姿勢もとても立派でした。↓ 

  

↑ 足尾銅山を見学しました。暗い銅山

を進む途中には、当時の採掘の様子が

分かる人形が出てきて「わ～っ！」と

いう驚きの声が聞こえたことも……。 

壮大な華厳の滝に感動！「あ～、マイ

ナスイオンを感じる！」「癒される～！」

など、自然の力を感じていました。↓ 

↑ 夜はキャンプファイヤーを楽しみ 

ました。しっかり準備をしてきたレク 

係の進行で、ゲームやダンスで大盛り 

上がり。心に残るよい思い出となりま 

した。 

「遊覧船！遊覧船！」と大盛り上がり

の子どもたち。天気がよかったこともあ

り、中禅寺湖のきれいな景色を満喫する

ことができました。↓ 

↑ 日光の自然について、ネイチャ

ーガイドさんに詳しく説明して

もらいながらハイキングをしま

した。初めて知ることがたくさん

あり、「え！？この傷、熊がつけた

ものなの？」と、驚きと知る楽し

さを感じながら歩きました。 

 

２日目最後の行程、日光彫。刃先を

手前に引いて彫る、日光ならではの

文化に親しみながら、思い出を形に

することができました。↓ 

水面が 

キラキラしてる！ 

山きれい～ 
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音楽専科 鳥山 悦子 

連合音楽会に向けて、今、子どもたちは学習発表会の曲とともに一生懸命、練習に取り組んでいます。 

日頃から、お家の方の応援や励ましの言葉に支えられ、子どもたちは安心して学習に取り組めていま

すことに感謝しております。 

子どもたちは授業で楽譜から、音楽の横の流れ、そして縦の流れの練習を経て、和声の響きを感じた

り、リズムの拍動感にのったりして、音楽の厚み、深みの世界を目指しています。一人一人が自分の思い

をもって、演奏しながらも、友達の奏でる音を聴きながら、みんなで曲に合う響きや表現を探し求めてい

きます。みんなで表現法がうまく（俗にいう）“はまってきた”時、子どもたちの心は燃え、曲への愛着

心が芽生えていくのがわかります。みんなの思いを共有して磨き上げていく作業は大変ですが、音楽を

勉強していくときの最大の喜びなのです。このようなドラマを経て、当日、演奏します。 

今年は残念ながら、保護者の皆様のグリーンホールでの鑑賞はできませんが、子どもたちと共に心に

残る演奏を目指して頑張ってきます。 

 

＊曲目 合唱 「青い竜」」県多乃梨子作詞 横山裕美子作曲 

    合奏 「カルメン」より第一幕への前奏曲」ビゼー作曲 

＊日時 １１月１７日（木）本校体育館  １３：４５～ 

    １２月 １日（木）調布市グリーンホール １０：００開演（５年生児童のみ） 
   

これまで何度かお伝えしてきました研究発表会が、いよいよ１１月４日（金）に開催されます。令和

３年度から取り組んでまいりました研究成果をご報告いたします。研究内容と報告者については、下

記のとおりです。すべてオンラインでの実施です。ご都合のよろしい時間帯からでも視聴は可能です。

お子様の担任等の発表は、ぜひアクセスして視聴していただきたいと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

記 

１ 研究主題・・・自ら学び思いを実現する児童の育成 ～学習者用端末の利活用を通して～ 

２ 研究概要の説明：研究主任（１年１組担任） ※13：40から 14：00まで 

３ 分科会による発表 ※14：00から 14：45まで 

分科会名 分科会担当教員 

個別指導 ３年１組担任、４年３組担任、５年２組担任 

探究する学習 １年１組担任、４年２組担任、５年１組担任 

表現を高める ３年３組担任、音楽専科、図工専科、算数専科 

みんなが「分かった」「できた」

と言える授業 

１年２組担任、１年４組担任、２年１組担任、２年２組担任 

生活につなげる・生かす ３年２組担任、６年１組担任、６年３組担任、養護教諭 

係活動 １年３組担任、２年３組担任、４年１組担任、６年２組担任 

 



１１月の行事予定             【お知らせ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

1 火 安全指導  あいさつ運動始 ※全学年５時間授業 

2 水 仲よしタイム        ※全学年４時間授業 

3 木 文化の日 

4 金 
調布市教育委員会研究推進校 研究発表会 
（13：30～）※児童は全学年給食後、12：30下校 

5 土  

6 日  

7 月 朝会 あいさつ運動終 

8 火  

9 水 ※全学年４時間授業 

10 木  

11 金  

12 土  

13 日  

14 月 朝会 避難訓練 クラブ 

15 火  

16 水 学習発表会リハーサル 

17 木 学習発表会（１・３・５年） 

18 金 学習発表会（２・４・６年） 

19 土  

20 日  

21 月 朝会 落ち葉掃き旬間始 

22 火 ※全学年水曜時程の５時間授業（14:15下校） 

23 水 勤労感謝の日 

24 木 秋の歯科検診 

25 金 総合的な学習講演会４年 

26 土  

27 日  

28 月 朝会 委員会 

29 火 音楽鑑賞教室６年 

30 水 人権集会 

１２月当初の予定 
１日(木) 連合音楽会５年 
２日(金) 授業参観・保護者会３・６年 落ち葉掃き旬間終 
５日(月) 授業参観・保護者会２・５年 
６日(火) 授業参観・保護者会１・４年 
７日(水) マラソン集会 マラソン旬間始 モアレ検診５

年 
８日(木) 避難訓練 
９日(金) 色覚検査４年 

授業参観・保護者会について 
１２月２日(金)３・６年 

１２月５日(月)２・５年 

１２月６日(火)１・４年 

・授業参観…１～３校時(グループ別) 

・保護者会…各学年 15：00～ 

 （Zoomによるオンライン） 

詳細は、後日配布する通知にてお知ら

せいたします。 

１１月のレインボールーム 
★火曜日担当★ 結城 千宏 

１日 ８日 １５日 ２２日 ２９日 

  ★木曜日担当★ 杉沢 智子 

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

での予約を受け付けております。 

給食費について 
１１月分の給食費の引き落とし日は

１１月７日（月)です。 

入金締切日は１１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。 

予備の引き落とし日は２１日（月）で

す。入金締切日は１８日（金）です。 

学習発表会について 
１１月１７日(木)１・３・５年 

１１月１８日(金)２・４・６年 

会場内の密を避けるため、２日間に分

けて行います。参観できるのは、該当学

年の保護者に限定させていただきます。

時間や内容等詳細は、各学年だよりや後

日配布する通知をご覧ください。 

研究発表会について 
１１月４日（金）１３：３０～オンラ

インで行います。調布市教育委員会研究

推進校として、学習者用端末の利活用を

中心に２年間研究を重ねてきた成果を

発表いたします。お時間があれば、ぜひ

ご視聴ください。視聴の方法等は、安全

安心メールにて配信いたします。 


