
 

「子どもたちのために」の思い 
副校長  黒木 美穂 

 

令和４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。日々の寒暖差に体調を崩しがちな子どもたちも多くなって

います。基本的な生活習慣を大切にして過ごしてほしいと思います。 

 

２３日（土）は調布市防災教育の日でした。予定していた引き渡し訓練は中止となりました

が、防災啓発講話や命の授業が行われました。防災啓発講話では、警視庁の地域防災係の方がお

見えになり、自助、共助を中心にお話をいただきました。３年生は体育館で、４年生から６年生

はオンラインで講演に参加しました。講師の方は子どもたちの積極的な反応、知識の高さに感心

されていました。毎年行っている防災啓発の授業が子どもたちの力になっているのでしょう。大

地震が発生したことを想定して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

てきた子どもたち。話を聞く姿や真剣な表情から、自分事で参加していることが伝わってきまし

た。 

 

４月６日（水）～１５日（金）まで、全国春の交通安全週間でした。この期間、第三小学校地

区まちづくり協議会のみなさんが、黄色いジャンパーを着て、信号では旗を持って、子どもたち

の安全を見守ってくださいました。子どもたちの登校も、この期間を経て、落ち着いてきたよう

に思います。 

 

昨年度から PTAの形も大きく変化してきています。新旧の方々との顔合わせ会がありました。

「子どもたちのために、できる形で参加する」といった時代に合わせた改革の１年目となりま

す。規約も大きく改訂されています。どうぞ PTAの HPをご確認いただければと思います。 

 

地域学校協働本部もコーディネーターを中心に学習支援員の調整や各学年の講師の調整に動き

始めています。月１回、管理職と打ち合わせを行いながら、学校の予定に合わせて活動していま

す。学期に１回程度、通信も発行しています。 

 

どの団体も「子どもたちのために」という共通の思いで活動してくださっています。来月は健

全育成委員会の方々、PTA、学校の三者で毎年７月に行われている「ワイワイ広場」についても協

議を進める予定です。地域の方々に支えられている第三小学校であることを改めて実感していま

す。これからもそれぞれの団体とのつながりを大切にしながら、教育活動を行っていきます。 

 

リバウンド警戒期間が５月２２日（日）まで延長されました。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」

につながる在り方であると指導していきます。明日から始まる連休の過ごし方も、感染症予防を

踏まえた新しい生活様式にご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 
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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きます。 

★持ち物すべての記名を確認していただきますよう、お願いいたします。 

三小ケヤッキー 

 



 

 

【退職・転出の方々より】 
 

歴史と伝統ある第三小学校で８年間お世話になり

ました。心底子どもたちのことを考え、とても協力的

な保護者の皆様、地域の皆様、熱心な教職員の皆様と

力を合わせて教育活動に取り組んでまいりました。

かわいい子どもたちが日々成長していく姿を、この

上もなく幸せな気持ちで見守っておりますと、あっ

という間に８年という月日が経ちました。 

お世話になった皆様、いつも笑顔で元気一杯の子 

どもたちに心より感謝申し上げます。 
                              

前校長 辻 久恵 
 
素敵な子どもたち、保護者・地域の方々に支えら

れ、９年間という長い年月を過ごさせてもらいまし

た。毎日学校に行くのが楽しみでしたし、教師として

も大きく成長させてもらったと思っています。異動

はしましたが、第三小学校の皆さんの活躍を祈念し

ております。９年間本当にありがとうございました。 
 

前５年１組担任 小島 大樹 

 
三小は、「温かい」学校です。笑顔が溢れ、人の優

しさに包まれていました。そんな環境で、長く携わる

ことができて幸せです。私自身三小でたくさんのこ

とを学べました。忘れられない思い出もいっぱいで

す。思い出を大事にして、これからも元気に新たな子

どもたちと出会っていきたいです。「三小ありがとう」

その気持ちが一番です。 
 
      前６年１組担任 梅本 宏美 

 

第三小学校では、７年とちょっとお世話になりま

した。その間にたくさんの子どもたちと勉強したり、

移動教室に行ったり、忘れられない思い出ができま

した。その思い出が、私の宝物になっています、保護

者や地域の方も温かく、本当に楽しく過ごせました。

この経験を糧に新しい学校でも頑張っていきます。

ありがとうございました。 
 

      前６年３組担任 平井 啓資 

 

 第三小学校で勤務した４年間のうち３年間を算数 

少人数指導として務め、たくさんの子どもたちとか 

わることができました。第三小学校を離れて１ヶ月 

が経ちましたが、子どもたちと過ごした楽しい日々 

は今も忘れずにいます。第三小の児童の皆さん、そ 

して保護者の皆様、地域の皆様、先生方、本当にあ 

りがとうございました 
 

前高学年算数担当 石山 哲 

 

 

 

 

 

 

第三小学校では４年間お世話になりました。触れ

合う機会は少なかったのですが、廊下で会うと元気

に挨拶してくれたことがうれしかったです。皆様が

毎日を健康に過ごされることを願っています。あり

がとうございました。 

前都事務 藤山 智美 
 

三小の子どもたちは、給食室の前の廊下を通ると

きに給食室から香る匂いを嗅ぎ、ワゴンの上にある

給食をワクワクした様子で見ていたことが印象的で

す。郷土料理や世界の料理といった初めての献立に

も興味をもって挑戦してくれました。保護者・地域の

皆様、短い間でしたがお世話になりました。ありがと

うございました。 

前栄養士 小前 沙羅 
 

第三小学校での６年間は、とても思い出深い日々で

した。元気でかわいい子どもたちや明るい仲間に囲ま

れて、とても楽しく過ごすことができました。コロナ

ウイルスの影響で、大変だったお弁当給食も今では楽

しい思い出になりました。本当にお世話になりました。

ありがとうございました。 
 

           前給食調理 松浦 深雪 

 

１年間という短い間でしたが、皆さんの給食を一 

生懸命作りました。たくさん食べていただき、あり

がとうございました。 
 
    前給食調理 サラム・エムディ･アブドス 

 

２年間、素敵な思い出をありがとうございました。

これからも、困ったことがあったら頼れる人に頼っ

てください。そして、笑顔で楽しい小学校生活を送っ

てください。 

保護者の皆様も、ありがとうございました。これか 

らも何かありましたら、レインボールームをご利用

いただけたらと思います。 
 

前市スクールカウンセラー 花嶋 舞桜 

 
 私は今年度から、府中市で養護教諭として勤める
ことになりました。新しい仕事に緊張する毎日です
が、夢だった仕事に就くことができ、とても幸せに感
じています。 
 三小で過ごした日々は、今の私の力であり、元気の 
源です。またどこかで、皆さんの成長した姿が見られ
ることを、楽しみにしています。お互い前を向いて頑
張りましょう。 
 

前都講師 三友 真梨 

 



 

 

 

 

 

 【転入の方々より】 
 

調布市の学校等には、これで４度目の関わり

となり、とても深い縁を感じています。毎朝、元

気に笑顔であいさつできることを、とても嬉し

く思っています。これからは、三小の子どもた

ちや先生方、保護者、地域の皆様と力を合わせ

て楽しく充実した学校づくりに努めていきたい

と思っています。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

   校長 秋國 光宏 

 

 

同じ市内の調和小学校から来ました坪山敦

子です。いつも明るくあいさつをしてくれる三

小の皆さんと早く仲良くなって楽しく過ごし

たいです。よろしくお願いします。 

 

       １年１組担任 坪山 敦子 

 

 

はじめまして。素直で思いやりのあふれる第三

小の皆さんの仲間入りができて、とてもうれしい

です。みんなと笑顔いっぱいに過ごしていきたい

です。どうぞよろしくお願いします。 

 

           ３年１組担任 池田 幸 

 

 

大田区立馬込第三小学校から来ました平久保帆

波です。すれ違うと、明るい声であいさつをして

くれる子どもたちに会うのを毎日楽しみにしてい

ます。子どもたちが笑顔で学校へ通えるよう頑張

りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

       １年３組担任 平久保 帆波 
 

 

町田市立小山ヶ丘小学校から来ました滝町歩樹

です。明るく元気な子どもたちと共に成長できる

ことがとても楽しみです。三小の子どもたちの顔

を早く覚えられるようにたくさん声を掛けていき

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 

          ５年１組担任 滝町 歩樹 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初めまして。新規採用で４月から第三小学校の

都事務として働くことになりました、和島左京と

申します。社会人１年目を、児童の皆さんの明る

い声が溢れるこの学校で迎えることができ、大変

嬉しく思っています。まだまだ未熟者ですが、児

童の皆さんや先生方がよりよい学校生活を送れる

よう尽力していく所存です。よろしくお願いしま

す。 

             都事務 和島 左京 

 

 

 このたび調布市の小学校から来ました、給食

調理の神山です。自分自身が子どもの頃に学び

を過ごしたこの第三小学校で大人になってお

仕事ができ、とてもうれしく思っています。み

なさんにおいしいと言ってもらえるように、安

全で安心して食べてもらえるように頑張って

給食を作っていきます。どうぞ、よろしくお願

いします。 

給食調理 神山 詠子 
 

 

はじめまして。調和小学校から転任してきま

した。給食室補助の髙橋由美子です。第三小学

校でも、おいしい給食が提供できるように頑張

ります。よろしくお願いします。 

 

給食調理 髙橋 由美子 
 

 

  こんにちは。滝坂小学校から来ました応援調理

員の須藤伊都子と申します。これから毎日おいし

い給食を食べてもらえるように、がんばります。

ぜひ、皆さんの感想を聞かせてください。 

 

給食調理 須藤 伊都子 
 
 

今年度から第三小学校にスクールカウンセラー

として勤務することになりました、結城千宏と申

します。よろしくお願いします。 

  保護者の方からのご相談も受け付けております

ので、勤務日の火曜日にお気軽にご予約いただけ

ればと思います。お待ちしております。 
 

市スクールカウンセラー 結城 千宏 



５月の行事予定              【お知らせ】 

日 曜日 行 事 予 定 

1 日  

2 月 朝会  委員会活動 

3 火 憲法記念の日 

4 水 みどりの日 

5 木 こどもの日 

6 金 安全指導日  八ヶ岳移動教室説明会５年 

7 土  

8 日  

9 月 朝会  運動会特別時程始  クラブ活動 

10 火  

11 水 石拾い集会  眼科検診（全学年） 

12 木 尿検査回収 

13 金 尿検査予備日 

14 土  

15 日  

16 月 朝会  教育実習始  運動会係活動６年 

17 火  

18 水  

19 木 内科検診１年 

20 金 運動会リハーサル  前日準備６年 

21 土 運動会 

22 日  

23 月 振替休業日 

24 火  

25 水 たてわり班顔合わせ  児童生徒の学力向上を図るための調査６年 

26 木 歯科検診１・３・５年  水道キャラバン４年 

27 金 避難訓練 

28 土  

29 日  

30 月 朝会  委員会活動  児童生徒の学力向上を図るための調査５年 

31 火 体力テスト（全学年） 

 

 ６月当初の予定 
１日(水) あいさつ運動週間始 仲良しタイム 
２日(木) 歯科検診２・４・６年 
３日(金) 八ヶ岳移動教室事前検診５年 教育実習終 
６日(月) 八ヶ岳移動教室始５年 水泳指導始 
７日(火) あいさつ運動週間終 
８日(水) 八ヶ岳移動教室終５年 

5月のレインボールーム 

★火曜日担当★ 結城 千宏 

１０日 １７日 ２４日 ３１日 

★木曜日担当★ 杉沢 智子 

１２日 ２６日（午前のみ） 

 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 

今年度の運動会は、５月２１日（土）

に実施予定です。天候による延期の場

合の日程は以下の通りになります。 

 

★５月２１日（土）雨天中止の場合 

→休業日。運動会は２２日（日）に 

延期です。 

★５月２２日（日）も雨天中止の場合 

 →通常授業（火曜時間割の４時間） 

  給食なし。運動会は２４日（火）

に延期です。 

★５月２３日（月）振替休業日 

★５月２４日（火）も雨天中止の場合 

→通常授業で、運動会は以後順延です。 

 

※今年度も、保護者の方の参観は「該

当学年のみ」の入れ替え制で行う予

定です。その他詳細は、後日お知ら

せいたします。 

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(金) 

※入金締切日 ５月２日(月) 

予備の引き落とし日は５月２０日(金) 

入金締切日は１９日(木)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。金額

に不足がありますと、給食費・教材費

共に未納となります。金額は各学年

だよりでご確認ください。 

 給食費の滞納があると食材の購入に

支障をきたします。滞りなくお支払い

ただきますよう、ご理解、ご協力の程

よろしくお願いいたします。 


