
 

一人一人が意識を高くもって 
副校長  黒木 美穂 

 

令和２年度が始まって１ヵ月。子どもたちの元気な声が聞こえない学校は、なんとさみしいも

のでしょう。始業式後、再び休校措置となり、連休明けの学校再開もなくなってしまいました。

緊急事態宣言解除の５月３１日まで、あと３週間ほど。当たり前が当たり前ではない状況は、子

どもたちだけでなく、大人にも大きなストレスとなっています。外出が「できない」、友達に会

えなくて「つらい」、一日子どもが家にいて「大変」といったできないことばかりに目がいって、

マイナス思考に陥っていませんか。そうなると、イライラしてよけいにストレスがたまっている

方が増えているのではないか、と心配しています。こんな時だからこそ、家での時間がたくさん

「できた」、友達とのテレビ電話、やってみたら「おもしろい」、親子で過ごせる時間が増えて「幸

せ」といった今だから感じられるできることに目を向けてプラス思考に転換して楽しめると、少

し気持ちも楽になるかな、と思います。目に見えない敵との闘い、まだまだ我慢の日が続きます

が、今我慢していることが、未来につながると信じて、自粛生活を送っていきたいものです。 

 

 本日の課題配布日へのご協力をありがとうございました。先月の教科書配布日にも、ほとんど

の保護者の方々にご来校いただき、大きな混乱もなく配布することができました。緊急事態宣言

が発令されている中、本当にありがとうございました。また、各家庭に電話連絡をさせていただ

きました。お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。担任が子どもたちと電話越しに

笑顔で話している場面をたくさん見ることができました。その様子を見ていると、早く学校が始

まってほしい、早く当たり前の日常が戻ってきてほしい、と改めて感じました。とはいえ、生活

面も学習面も「今だからこそできること」をどれだけ実践できるか、が様々な力の成長につなが

るのではないでしょうか。学校から出された課題は最低限行ってほしいことです。それ以外に興

味をもったこと、調べてみたい、作ってみたい等「主体的」に進められると、「学びに向かう力」

の向上につながるのではないかと思います。大人が見ていると、それはきっとうまくいかないな、

と思うこともあるでしょう。うまくいかない経験をすることでわかることもたくさんあります。

見守ること、言い換えると我慢すること、これが子どもたちの成長には大事なスパイスかもしれ

ません。 

 

休校措置延長に伴い、来週には学校連絡日（児童登校日）があります。学年ごとに各クラス３

グループに分け、時間差をつけた分散登校を行います。設定した登校時間は学校に着く時間です。

三密を避けるために時間差をつけています。早く着きすぎることのないようにご家庭でも声をか

けていただけるとありがたいです。 

 

子どもたち、保護者・地域の皆様と笑顔で再会できる日を心から願っております。これから先、

急な予定変更もあると思います。その都度、できるだけ迅速に対応しお伝えしていきます。三小

ホームページでは、休校中の学校の様子や学校からのお知らせを随時アップしています。三小キ

ャラクター「ケヤッキー」が活躍中です。お時間のある時にぜひご覧ください。また、安心安全

メールの登録、学年だけでなくクラスの登録もお願いいたします。今後とも、ご理解ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

令和２年５月１２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】 

 

 大きなけやきの木に見守られ、天気の良い日に

は富士山を臨む三小が大好きでした。とにかく元

気で人懐っこい三小の子どもたちが大好きでした。

三小の児童の皆さん、保護者の皆さん、地域の皆

さん、大変お世話になりました。忘れられない素

敵な６年間をありがとうございました。 

三小の皆の笑顔が早く戻ることを祈っています。 

                                         

前１年４組担任 堀内 知子 

 

 今はコロナウイルスの影響で大変な毎日かもし

れません。離任式も延期になり、子どもたちに会

えないことが残念です。だけど、またいつもの日

常に戻って挨拶できる日が来ると信じています。 

 ３年間という短い期間でしたが、日々成長して

いく子どもたちの姿が見られて幸せでした。あり

がとうございました。 

 

前４年２組担任 高橋 到 

 

産育休含めて７年間お世話になりました。三

小で初めて小学校の先生になり、右も左もわか

らない私に、皆さんはいつでも優しく声をかけ

てくれました。 

妊娠中は、私のお腹に「おはよう」と声をか

けてくれる児童の皆さんの優しさに何度も助け

られました。三小で先生になれて本当によかっ

たです。ありがとうございました。 

      前図工専科 横西 葉奈 

 

三小では、約３年間お世話になりました。三

小の子どもたちや先生方は、いつも給食を楽し

みにしてくれていました。「給食おいしかったで

す！」と声をかけてもらったり、空っぽになっ

た給食の入れ物を見たりした日は、とても嬉し

かったです。 

これからも、みなさんがよく食べて、元気に

成長してくれることを祈っています。 

 

          前栄養士 竹田 茜 

 

 この道を行けばどうなるものか。危ぶむなか

れ。危ぶめば道はなし。踏み出せばその一足が

道となり、その一足が道となる。迷わず行けよ

行けばわかるさ。 

ありがとうございました。 

 

           給食調理 平岩 洋一 

 

 

 

 

 

 みなさんこんにちは。給食調理をしていまし

た小嶋正美です。定年退職になり、新しく別の

仕事になりました。一日も早く給食が始まると

いいですね。大変お世話になりました。ありが

とうございました。 

 

        給食調理 小嶋 正美 

 

 第三小学校では６年間お世話になりました。 

来た当初、黄色い帽子をかぶっていた１年生が

６年生になって卒業していき、感慨深いものが

あります。最後の１ヶ月は、６年生のリクエス

トメニューやバイキングができず、本当に残念

でした。新しい学校でも頑張ります。 

 

給食調理 田畑 佐知子 

 

 ４月より北ノ台小学校に異動になりました。

３年間と短い期間でしたが、大変お世話になり

ました。ありがとうございました。 

 

前用務 金子 隆 

 

第三小学校では３年間お世話になりました。

三小の児童の皆さんは顔が合えばよく挨拶して

くれて、日常でのちょっとした触れ合いが嬉し

かったです。４月からは緑に囲まれた深大寺小

学校で働いています。皆様の健康と安全をお祈

りしています。 

 

             前市事務 秋山 理恵 

 

  第三小学校の皆様、お元気でいらっしゃいます

か。私は多摩川小に異動になりました。新型コロ

ナのため、皆様としっかりお別れもできず、寂し

く残念に思っています。三小の５年間は、楽しい

思い出ばかりで、お話を真剣に聞いてくれた皆様

の顔が思い出されます。ありがとうございました。

体に気を付けて頑張りましょう。 

 

          前図書館司書 岡部 砂百合 

 

スクールカウンセラーとして３年間お世話に

なりました。子どもたちがレインボールームを

覗くとき、校内で声をかけてくれるとき、色々

な表情を見せてくれる日々はとても楽しくあっ

という間でした。 

 今、不安な毎日が続いています。踏ん張りす

ぎず、まずは今を乗り越え、皆様が毎日を健康

に過ごされることを願っています。 

 

前市スクールカウンセラー 野中 瑞貴 



 

 

 

 

 【転入の方々より】 

 
はじめまして。今年度から第三小学校でお世話に

なります。宇野匠です。三小の子どもたちは明るく、

元気で立派な挨拶ができて素晴らしいと思いました。

これからの生活がとても楽しみです。子どもたちと

共に多くのことを学んでいきたいと思います。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

          ４年２組担任 宇野 匠 

 

はじめまして。今年度より第三小学校でお世話に

なります、浅賀正大です。真面目で、素敵な笑顔が

輝く三小の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、尽力していきます。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

      家庭科・３年音楽 浅賀 正大 

 

今年度染地小学校から来ました栄養士の湯本歩で

す。初めての異動でドキドキしていましたが、始業

式でみんなの元気な声と入学式での新１年生のすば

らしい返事を聞いて安心しました。みんなの元気の

土台である体と心を支えられるような給食の献立を

目指して頑張ります。よろしくお願いします。 

 

         栄養士 湯本 歩 
 

市内の第二小学校から参りました。わからないこ

とばかりですが、早く職場に慣れて安全でおいしい

給食を作れるように頑張ります。 

 どうぞ、よろしくお願いします。 
 

              給食調理 熊谷 孝一 

 

調和小学校から異動して参りました法福麻子と申

します。三小は自宅から近く、以前から親しみのあ

る学校でしたので、三小の子どもたちの給食を作れ

ることをとても嬉しく思います。 

 どうぞ、よろしくお願い致します。 
 

              給食調理 法福 麻子 

 

北ノ台小学校から来ました伊藤三津子です。給食

室で皆さんの給食を作っています。美味しい給食を

たくさん食べてもらえるように頑張ります。 

 よろしくお願いします。 

 

給食調理 伊藤 三津子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 今年から第三小学校で講師として働くことになり

ました、三友真梨です。昨年は教育実習で大変お世

話になりました。明るく友達思いな第三小学校の子

どもたちと、また一緒に授業をできることがとても

嬉しいです。私自身も先生として成長できるよう、

頑張ります。 

  よろしくお願いします。 

 

               講師 三友 真梨 

 

 市内の第五中学校から参りました高坂隆司です。

元気いっぱいの子ども達からパワーをもらってい

ます。手入れの行き届いた学校になるよう日々努

力します。安全、安心の学校を維持していきます。 

よろしくお願いします。 

 

用務 高坂 隆司 

 

第三小学校のみなさん、はじめまして。市内の

第八中学校から参りました大石ひとみと申します。 

私の仕事は、みなさんが学級で使う物の用意を

しています。例えば、折り紙や画用紙等々の用意

です。折り紙は折るのも大好きです。 

これからよろしくお願いします。 

 

市事務 大石 ひとみ 
 

   学校司書の足立純子です。始業式にご挨拶を

してから皆さんに会えなくて寂しいです。でも、

その時にまっすぐ前を見て話を聞いている姿か

らも、三小のお友達は素直で元気だなと感じま

した。 

早く図書室で一緒に本を読めることを心待ち

にしています。 

   よろしくお願いします。 

 

         図書館司書 足立 純子 

 

今年度より、毎週火曜日に勤務させていた

だくことになりました、花嶋舞桜と申します。 

三小の皆さん、学校のことを色々と教えく

ださい。そして保護者の皆様、ご相談等ござ

いましたら、遠慮なくいらしてください。 

   どうぞ、よろしくお願いします。 

 

市スクールカウンセラー 花嶋 舞桜 

 

 



５月の行事予定              【お知らせ】 

日 曜日 行 事 予 定 

1 金  

2 土   

3 日 憲法記念日 

4 月 みどりの日 

5 火 こどもの日 

6 水 振替休日 

7 木  

8 金  

9 土   

10 日    

11 月  

12 火  

13 水  

14 木  

15 金  

16 土  

17 日  

18 月  

19 火  

20 水 １，４年 学校連絡日（児童登校日） 

21 木 ２，６年 学校連絡日（児童登校日） 

22 金 ３，５年 学校連絡日（児童登校日） 

23 土  

24 日   

25 月  

26 火  

27 水  

28 木  

29 金  

30 土   

31 日   

 

 ６月の予定 

 昨年度末にお配りした年間行事予定には、６月に個人面談が予

定されていましたが、現在の状況を踏まえ個人面談は６月には行

わない予定です。その他、６月以降の予定は現在未定です。 

5月のレインボールーム 

★火曜日担当★ 花嶋 舞桜 

１９日 ２６日 

★金曜日担当★ 細野 成美 

２２日 ２９日 

相談室直通電話  ４８５－１２５７ 

電話受付時間 ９：３０～１２：３０ 

      １３：３０～１６：３０ 

 ☆上記の日時はカウンセラーが出勤し

ています。ご相談のある方は直通電

話にご連絡ください。 

学校連絡日（児童登校日）について 

 休校中の学習の進捗状況や健康状態

を確認するとともに、教員と交流する

ことにより心の安定や学習への意欲付

けを図ることを目的として、次の日に

学校連絡日を設定いたします。 

２０日（水）…１，４年 

２１日（木）…２，６年 

２２日（金）…３，５年 

三密を回避するため、１学級を３グ

ループに分けて、時間差をつけた分散

登校とします。登下校中の安全を考え、

各学年、概ね同じ方面の児童でグルー

プ分けをいたします。登校時間や持ち

物は、各学年からのお便りに記載して

いますので必ずご確認ください。 

授業日ではありませんが、体調不良

や登校することを不安に思うなどで欠

席する場合は、学校までご連絡くださ

い。 

臨時休業の延長について 

 ５月６日付けで調布市教育委員会よ

り安全・安心メールで発信された通り、

５月３１日まで臨時休業が延長される

こととなりました。各ご家庭では、本

日配布されました５月中の課題を行う

とともに、毎日の健康観察をお願いい

たします。４月にお配りした「健康観

察表」の裏面が５月分になっておりま

す。毎日（土日も含む）のご記入をお

願いいたします。 

現段階では、６月１日（月）から学校再開の

予定です。今後の動向によっては変更すること

があります。随時、学校安全安心メールや三小

ホームページにてお知らせしていきます。 

家庭学習の支援サイトについて 

学校安全安心メールにて、「ミライシード（ベ

ネッセコーポレーション）」の URLを送付させて

いただきました。無償ということもあり限定的な

利用になりますが、計算や漢字などオンライン学

習を行うことができます。学校からの課題と併せ

てご活用ください。三小ホームページに簡易説明

書を掲載しています。 

その他にも、三小ホームページには、家庭でで

きる運動や学びのヒント、今の学校の様子などを

掲載し、随時更新しています。ぜひご覧ください。 


