
経験することを力に… 

                    副校長 黒木 美穂  

 ２学期が始まり１ヵ月が経ちました。昨年度の２学期は緊急事態宣言中で始業式が延期になり、オンラ

イン授業に全クラスが取り組む、という状況でした。一年経つと、あの緊張感はどこへ行ったのでしょう。

どこのクラスの授業を覗いても、学習者用端末を器用に使いこなす子どもたちと教員の姿に驚かされま

す。文部科学省が「学習者用端末を文房具のように使えるように」と言っていますが、まさにその状況が

各教室で見られるようになりました。 

 

 数カ月前、ＩＣＴ支援員や学習支援員の力を借りながら、時間をかけて一つ一つの操作を覚えようと一

生懸命だった１年生の子どもたちが、今では「タブレットを出します。」という担任の指示で机上に出し、

慣れた手つきでミライシードを開きます。あまりの自然さに驚きます。写真を撮る、トリミングをする、

オクリンクで作品を共有するといったことを自分の力で進めています。 

 

中・高学年になると、一斉に学習者用端末を使うこともありますが、教科によっては同じ時間でもノー

トに書いたり、学習者用端末にまとめたり、自分でまとめ方を選んでいる場面も見られます。特に、６年

生はプレゼン資料をグループでつくって発表し合う、というこれからの社会で必要となる技能を活用して

いる授業も行っています。経験することで力になっていくことを感じます。 

 

鉛筆やノートと同じような「文房具」としていくためには「授業での効果的な活用」は不可欠ですが、

翌日の連絡をクラスルームで行っていることも、大切な機会の一つであると捉えます。「連絡帳に自分で

メモをする」というこれまでの方法が必要ないわけではありません。いかに学習者用端末を「日常的に活

用するか」も「文房具」としていくための鍵だと考えるからです。またペンで書くのか、鉛筆で書くのか、

学習者用端末にメモするのかを「自分で選ぶ」ためには、どちらも経験する必要があるからです。私たち

にとっては、大人になってから入ってきたＩＣＴ機器ですが、今の子どもたちにとっては、生まれた時か

ら身近にある家電製品の一つにすぎません。「何かあったら…。」という懸念はあります。しかし、トラブ

ルはいつ起こるかわかりません。情報モラル教育としてまとまった時間を取ることはもちろん大切です

が、起こった事象をタイミングよく取り上げて、少しでも子どもたちと考える時間を取ることも同じくら

い大切であると考えます。 

 

これまで述べてきたような学習者用端末を活用する授業のいくつかは、１０月８日（土）の学校公開の

際にご覧いただけると思います。また１１月４日（金）には、この２年間調布市教育委員会研究推進校と

して取り組んできた実践成果をお伝えします。Google Meet によるオンラインでの開催です。ぜひ多くの

皆様にご視聴いただければと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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１０月の目標 

【生活目標】            【あいさつ目標】             

   進んで仕事をしよう        「おはよう」のあいさつを自分からしよう   

自分もまわりの人も気持ちよく過ごすためには、必要だと思う仕事を見つけ、実行することが大切で

す。自分たちの力で三小をよりよくしていきましょう。 

三小ケヤッキー 



１年生            

   

                                                   

 

 

 

 

１０月３日は、来年度の１年生の就学時健診です。新しい 1年生に何をしてあげられるか、いろ

いろ考えました。その第一弾が、「メダルのプレゼント」です。きれいに色を塗って、折り紙でア

サガオを折り、その中に自分たちで育てたアサガオの種を入れました。みんな丁寧に心を込めて作

っていました。今の２年生に学校探検や、遠足でたくさんお世話になったので、２年生を見習って、

新しく入ってくる１年生の素敵なお兄さん、お姉さんになるよう頑張っています。 

２年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活の様子（１～３年生） 

まゆの糸取りを体験しよう！ 

 

一学期に一人一人が大事に育てていた蚕が立派な繭になりました。その繭から糸を取り出す体

験を行いました。子どもたちは、繭から出てくる細い糸を丁寧に、そして慎重に巻き取っていき、

立派な糸が取れました。「糸が細いのに全然切れない！」「触ってみたら、糸がつるつるしてい

た！」などという声が聞かれ、糸の細さや美しさ、長さに子どもたちは驚いている様子でした。

この体験を通して、改めて命の大切さを感じることができました。 

 

おいしくそだて！野菜たち！ 

 

一学期は、学校の畑で様々な野菜を栽培しました。二学期は、近所の児童農園をお借りして、大

根と白菜を育てています。農家の方の説明を聞きながら、土に穴を開け、小さな種を蒔きました。 

「早く芽が出ないかな」「収穫したらお家に持って帰って食べたい！」といった声が聞かれました。

野菜を育てる大変さや、収穫の喜びを味わうことができるといいなと思います。 

あたらしい 1年生へ～メダルづくり～ 

 



 

             

 

文化的行事委員長 山下 舞 

 今年度も学習発表会はコロナ禍での開催を考慮し、学年ごとに参観時間を分け、規模を縮小して実施

いたします。保護者の方の参観も該当学年のみとし、両日とも保護者参観日といたします。 

 ★日時                   【公演開始時刻】 （受付開始時刻） 

  １１月１７日（木） ３年生 １・２校時  【 ９：００】  （ ８：４５） 

            １年生 ３・４校時  【１１：００】  （１０：４５） 

            ５年生 ５・６校時  【１４：００】  （１３：４５） 

     １８日（金） ４年生 １・２校時  【 ９：００】  （ ８：４５） 

            ２年生 ３・４校時  【１１：００】  （１０：４５） 

            ６年生 ５・６校時  【１４：００】  （１３：４５） 

  ※詳細は後日配布のお便りをご覧ください。 

 

★鑑賞 

保護者の鑑賞については、感染状況に応じて判断する予定です。学校への来場ができない場合は、

動画配信と DVD販売（事前発注）での対応となります。時間の変更はありません。新型コロナウイ

ルス感染症蔓延予防の観点から、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 
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令和４年度 

学校評議員・学校関係者評価委員 

 学校評議員・学校関係者評価委員の皆様には、

年間を通して本校の教育活動についてご意見等

をいただいています。保護者・地域の皆様のご意

見とともに、学校の教育活動の発展に資していき

ます。  

 

【学校評議員】（敬称略） 

熊谷己津子（民生児童委員） 

小倉 要 （二葉学園園長） 

塚松 美穂（地域学校支援協働本部） 

長堀 義樹（本校 PTA会長） 

長谷 瑞信（本校前 PTA会長） 

瀬尾 竹蔵（本校元 PTA会長） 

 

【学校関係者評価委員】（敬称略） 

秋輪 和幸 （主任児童委員） 

増岡 広視（健全育成第三地区委員会会長） 

長堀 義樹 （本校 PTA会長） 

沼本  邦広 （第五中学校副校長） 

いじめ相談窓口の設置 
本校ではこれまで、いじめ防止対策の取組を行って

きました。その取組として、調布市教育委員会の方針

を受け、児童・保護者及び地域の方々からの情報を集

約し、いじめの未然防止や早期発見、そして、万一い

じめが発生した際の対応を一層確実にできるように

するためにいじめ相談窓口を設置しています。いじめ

に関する相談がある場合には、担任をはじめ以下の教

職員が窓口となりますのでご相談ください。 

 

【相談窓口となる教職員】 

黒木 美穂（副校長） 

藤田 晃子（主任養護教諭・特別支援教育コーディネーター主任） 

石川三枝子（総務主幹・特別支援教育コーディネーター） 

村田 直子（生活指導主任・特別支援教育コーディネーター） 

坪山 敦子（特別支援教育コーディネーター） 

石川 正美（特別支援教育コーディネーター） 

滝町 歩樹（特別支援教育コーディネーター） 

山口 奈々（特別支援教育コーディネーター） 

明比 千鶴（特別支援教育コーディネーター） 

杉沢 智子（都スクールカウンセラー） 

結城 千宏（市スクールカウンセラー） 

電話：485-1251    485-1257（SC室） 



１０月の行事予定            【お知らせ】 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

1 土  

2 日  

3 月 就学時健診           ※全学年給食後12:45下校 

4 火 安全指導 

5 水 ゲーム集会              ※全学年４時間授業 

6 木 校内研究授業（３年）  ※３年は５時間、他学年４時間授業 

7 金 日光移動教室事前検診６年 

8 土 授業参観 避難訓練 （午後：ワイワイ広場） 

9 日  

10 月 スポーツの日 日光移動教室始６年 

11 火  

12 水 
キュピーオンライン見学３年 町探検（多摩川方面）２年 

日光移動教室終６年 

13 木 ６年振替休業日 

14 金 社会科見学４年（グリーンプラザふじみ） 

15 土  

16 日  

17 月 
朝会 読書旬間始 クラブ（６年卒業アルバム写真撮影） 

ゆめオリ陸上４年 

18 火 教員読み聞かせ 

19 水 仲よしタイム 町探検（西光寺方面）２年 

20 木  

21 金  

22 土  

23 日  

24 月 朝会 

25 火  

26 水 教員読み聞かせ 

27 木  

28 金 読書旬間終 

29 土  

30 日  

31 月 朝会 委員会 

１０月のレインボールーム 

★火曜日担当★ 結城 千宏 

３日(月) １１日 １８日 ２５日 

★木曜日担当★ 杉沢 智子 

３日(月) ６日 ２０日 ２７日 

 開室時間 ９：００～１６：３０ 

 直通電話  ４８５－１２５７ 

 ☆保護者の方 か々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。 

 

 

１１月当初の予定 
１日（火）安全指導日 あいさつ運動始  

２日（水）仲良しタイム 

４日（金）調布市教育委員会研究推進校 研究発表 ※全学年給食後 12:30 下校 

第２３回第三小学校地区 
合同防災訓練の中止について 

 第三小学校地区では、平成１１年より第三

小学校地区まちづくり協議会を中心として

毎年開催されておりました。今年も年度当初

には１０月８日（土）に予定されていました

が、昨年度と同様に、中止となりました。 

訓練はできませんが、災害に備えて、避難

経路や家族の集合場所の確認、非常用持ち出

しバックの点検など、各ご家庭での取組をお

願いいたします。 

給食費について 
１０月分の引き落とし日は１０月５日

(水)です。入金締切日は、１０月４日(火)
になっていますので、お忘れなくご入金を

お願いします。予備日は２０日（木）入金締

切日１９日（水）です。 

土曜授業参観について 
授業参観についてのお便りを本日配布い

たしました。感染予防対策を講じながらの

授業参観となります。詳細をご覧の上、注意

事項は必ず守っていただきますよう、ご理

解、ご協力をお願いいたします。 

もみじ読書旬間について 
 １７日(月)～２８（金）までもみじ読書

旬間です。今年度は、あじさい読書旬間に

引き続き、学校での読書だけでなく、家で

読んだ本を読書カードに記録する「家読」

の取組も行います。ぜひお子様とご一緒

に、ご家庭で読書を楽しんでください。 


