
 

先輩の姿に憧れて、伝統を受け継ぐ 

                       校長  辻 久恵 

  本校の特色の一つに６年生による運動会での鼓笛隊演奏があります。 

今年度はコロナの影響で運動会ができなかったので鼓笛隊も難しいと 

諦めてしまうどころか、こんな時だからこそやりたいという子どもた 

ちの願いと、その気持ちを大切に指導にあたった音楽専科、６年担任、 

それを温かく見守った教職員。２学期に調布市のガイドラインが変更 

になり、５年生から積み重ねてきた練習を再開することができました。 

そして、１１月１４日に鼓笛隊演奏を披露する運びとなりました。 

練習の成果を発揮すべく力いっぱい演奏している６年生、それを心 

と体で受け止めている下級生が一体となり素敵な発表会になりました。 

６年生の代表の言葉に「このような発表の機会を設けてくださり、 

ありがとうございました。」という教師への感謝、「コロナ禍ではあり 

ますが、頑張ってください。」という下級生への励ましもありました。本校の６年生は、さすが最高学年、

下級生から「ああなりたい。」と憧れられる存在です。 

ここでことを成し遂げた６年生の感想と、６年生の雄姿を見た下級生の感想を紹介します。 

６年生…ぼくは鼓笛隊を終えて、達成感に溢れました。なぜなら今までやってきた練習の改善点を生 

かして団結してうまくできたと思うからです。それに嬉しいな、という気持ちも溢れました。

なぜなら、１年生から５年生の人たちがぼくたちの鼓笛隊をまじめに聞いてくれてリズムに乗

ってくれたし、大きな拍手をしてくれたからです。かっこいい６年生の姿を見せることができ

てよかったです。 

２年生…６年生の鼓笛隊を見てすごく感動しました。前を通ったとき体に響くようでした。足ぶみが 

合っていて、かっこよかったです。私が６年生になったら今の６年生みたいになりたいです。 

４年生…鼓笛隊の演奏を聞くことができて本当によかったです。再来年は私たちが皆さんがつないで

くださったバトンを受け取り、次の学年に渡す番ですね。私たちも頑張ります。 

その他にも６年生の功績は多数あります。中でも、運動会に替わる 

「三小ギネス大会」を企画・運営したことは、とても大きなことだと 

思います。｢みんなに楽しんでもらいたい｣という気持ちで取り組んだ 

６年生。また、ウィルスが広がらないように「蓋つきごみ箱」を作っ 

て全学級に配る活動も積極的に行いました。その上、「あいてますか」 

のポスターを掲示し全校児童の安全を守る自主的な取組もありました。 

このようなコロナ禍ではありますが、その中で何ができるか、実現 

のために何をすればよいのかを考え、実践してきた６年生、大活躍で 

した。その姿を下級生は憧れの眼差しで見ていました。伝統を受け継 

ぎ、立派な６年生へと成長していくことと期待しています。 

 最後になりましたが、今年一年間、たいへんお世話になりましたことに心より感謝申し上げます。来年

も、本校の教育活動にご理解ご協力いただき、家庭・地域・学校が一体となって取り組んでいきたいと存

じます。よろしくお願い申し上げます。どうぞ、よいお年をお迎えくださいませ。 
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 あとしまつをきちんとしよう         校内ではだれとでもあいさつをしよう  

２学期の終わりの月となりました。整理整頓の意識をさらに高め、一つ一つの活動を責任もって行うよ

うに指導してまいります。 

三小ケヤッキー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活の様子（５年生） 

図工 「水墨画体験」 

 

図工の時間に講師の岡田潤先生をお呼びして水墨画体験を行いまし

た。墨の濃淡から始まり、点・線・画・にじみ・かすれと、様々な技法

を教わりました。半紙に何回か練習した後は、いよいよ本番！秋をテー

マに、子どもたちの個性光る作品ができ、素敵な色紙が完成しました。 

墨一つで様々な表現ができる水墨画の魅力に感動し、今度は違う画法

で描いてみたいと、感想をもつ児童がたくさんいました。 

けやき 「稲刈り体験」 

 

けやきの時間では、稲刈りを行いました。一人一人が一学期から大切に育てていた稲であり、土作り

や水の管理も自分たちで行ってきました。２学期に入り、稲穂がたれ始めていたので、子どもたちも収 

穫を楽しみにしていました。子どもたちは慣れない鎌に苦労しながらも、 

「刈ったときの感触が気持ちいい！」「スムーズに刈り取れなくて大変だっ 

たけど楽しかった。」と話していました。また、昔の人は、機械がなかった 

から、こうやって全部手作業でやっていたなんて…と昔の人の苦労も感じ 

ていました。 

最後は自分の落款印を押して

完成！！  
素敵な作品が 

できました！ 

 
刈った稲は、乾燥させる

ため、束にして縛ります。 

 各クラスの廊下で 

稲架掛けをして稲を 

乾燥させました。 



 

 

 

6年生は 11月 6日に山梨県に移動教室に行ってきました。当日は抜けるような秋晴れの下、子どもたちは古

代の謎から最新の科学まで、たくさんのことを学ぶことができました。 

実施するにあたってコロナウィルス感染症対策として、第三小学校

では、バスの座席を開けたり、手の消毒を行ったりしました。また見学

先でも体温チェックや飛沫防止スクリーン等の対策を講じていただき

ました。もちろん子どもたちも事前学習で自分たちがどのように行動

しなければいけないか話し合いました。それがいろいろな場面で行動

として表れていました。 

 

山梨県立リニア見学センター 

見学センターでは最新のリニアの仕組みを見るだけではなく体験すること

ができ、その仕組みをよりよく学ぶことができました。そこで「リニアはタイ

ヤで動くのではなく浮いている」や、「５年で学習した電磁石の仕組みで動い

ている」ことを知り、驚いていました。 

 

また今回は新しく導入されたタ

ブレットを持って行きました。学んだことを学校でまとめるために、

タブレットを活用して情報を記録していました。もちろん写真に撮

るだけでなく、その場で見聞きして気付いたことをメモしていまし

た。 

 

山梨県立考古博物館 風土記の丘研修センター 

考古博物館・研修センターではコロナウィルス感染症対策として、クラスごとに分かれて勾玉づくりと古

墳・博物館見学をおこないました。 

勾玉づくりでは、消しゴムほどの大きさの石を紙やすりで削っ

て勾玉の形にします。みんな石に全集中。短い時間でしたがきれ

いな勾玉ができました。嬉しそうに首にかけたり、大切そうにハ

ンカチに包んでカバンにしまったりしていました。 

古墳見学では、東日本最大級の銚子塚古墳に登りました。古

墳は大きいことは学んでいましたが、実際にその大きさに、「こ

んなにでかいなんて…」と圧倒していました。後円部頂上では、

博物館の方に古墳や当時の権力者の力と大和政権とのつながり

について説明をしていただきました。メモを取りながら真剣に

聞いて、実感を伴って学ぶことができました。博物館では、特

徴的な縄文土器を中心に展示しており、動物や女性をかたどっ

た装飾のある土器を見学して、なぜそういうものが作られたのか考え、議論しながら見学していました。 

 

 

 

 

宿泊体験はできませんでしたが。目的意識をもってみんなで高め合いながら行動することができ、また一歩

成長することができました。さらに、学校に戻ってから、お世話になった人たちにお礼をしたいと、自主的に

お手紙を書きました。周りの人たちに感謝することのできる６年生。本当に素晴らしいです。 

 



１２月の行事予定             【お知らせ】 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

1 火 オンライン保護者会６年              ５時間授業 

2 水 ｵﾝﾗｲﾝ保護者会５年 集会(落ち葉) 総合的な学習講演会４年 ５時間授業 

3 木 オンライン保護者会４年 安全指導日 歯科検診１・３・５年 ５時間授業 

4 金 オンライン保護者会１年              ５時間授業 

5 土  

６ 日  

７ 月 オンライン保護者会２年 放送朝会       ５時間授業 

8 火 オンライン保護者会３年              ５時間授業 

9 水 集会（保健） 

10 木 避難訓練 

11 金  

12 土 土曜授業日 

13 日  

14 月 放送朝会 クラブ活動 

15 火  

16 水 仲良しタイム 

17 木 歯科検診２・４・６年                 ５時間授業 

18 金 マラソン旬間終わり                 ５時間授業 

19 土 土曜授業日 

20 日  

21 月 放送朝会         １・２年４時間、３～６年５時間授業 

22 火                １・２年４時間、３～６年５時間授業 

23 水                              ４時間授業 

24 木 給食終わり                      ４時間授業 

25 金 終業式                        ４時間授業 

26 土 冬季休業日始（～１月７日まで） 

27 日  

28 月  

29 火  

30 水  

31 木  

１～４年３時間授業  
９日(木) 給食(始) 計測６年  

席書会３、４年 
１０日(金) 計測４、５年 集団登校(終) 

席書会５、６年  

保護者会の変更について 
 全国的な新型コロナウイルスの感染

者増加に伴い、保護者会を、Zoomを利用

したオンラインでの開催に変更させて

いただきます。直前での変更となり申し

訳ございません。 

日時は予定していた通り変更はあり

ません。詳細は各学年だよりと、保護者

会前日に配信します安全安心メールを

ご覧ください。メールのクラス登録がさ

れているか、今一度ご確認ください。 

 

１２月のレインボールーム 
★火曜日担当★ 花嶋 舞桜 

１日 １５日 ２２日 

★金曜日担当★ 細野 成美 

４日 １１日 １８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。 

 

給食費について 
１２月分の給食費の引き落とし日は

１２月７日(月)です。入金締切日は 

１２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。 

予備日は、引き落とし日が２１日

（月）、入金締切日が１８日（金）です。 

１月当初の予定 
８日(金) 始業式 委員会活動 

１～４年３時間、５・６年４時間授業 
１１日(月) 成人の日【祝日】 
１２日(火) 安全指導日 給食始まり 計測６年 

 １３日(水) 仲良しタイム 計測４・５年 

下校時刻について 
 保護者会の期間は、全学年、水曜時程

の５時間授業です。 

 また１７日以降は、全学年、５時間ま

たは４時間授業となります。下校時刻を

ご確認ください。 

 ５時間授業(通常)  １４：４０下校 

 ５時間授業(水曜時程)１４：１５下校 

 ４時間授業(給食あり)１３：２０下校 

 ４時間授業(給食なし)１２：１５下校 

 ４時間授業(土曜日) １２：００下校 

体育館工事について 
１月１８日～２月末まで、体育館のエ

アコン取付工事が行われます。工事の期

間中は、放課後の体育館開放も使用不可

となります。 


