
やっと開催できた授業参観 
副校長  黒木 美穂 

 

１０月になり，緊急事態宣言が解除されたこともあり，１０月９日（土）には休校措置以来の土曜授業

参観を行うことができました。「Withコロナ」を考えながらの実施となりましたが，アンケートの回答に

はたくさんのご意見，ご感想をいただきました。以下，抜粋して紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートも紙ベースとオンラインとどちらでも回答できるよう試みました。本当に多くのご意見，

ご感想が寄せられ，感謝の気持ちでいっぱいです。今年度は年度初めにお配りした年間行事予定に沿っ 

て１２月，２月のあと２回，授業参観を予定しております。子どもたちの安心安全を第一に考え，保護者

の方々に子どもたちの頑張りをまた見ていただけるよう，次回の開催方法については今回のご意見を受

け，考えていきます。お忙しい中，ご協力をありがとうございました。 

今月は６年生の日光移動教室も無事開催されました。２泊３日の充実した学習が，学校生活でも生か

されています。さすが最高学年です。また，運動会がいよいよ明日実施となります。学年ごとの実施とな

り，別紙でお伝えしたように，動線がこれまでの運動会と違います。子どもたちの頑張りとスムーズな進

行へのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

１１月はあいさつ運動，読書旬間，発表会がある学年もあります。「Withコロナ」の時代，今できるこ

とをできる範囲でしっかりと行っていきます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月２９日 １１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 三小ケヤッキー 

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。 

＜クラス・子どもたちの様子から＞ 

・久しぶりに子どもたちの姿が見られてよかったです。 

・なにより，子どもたちの学校での様子が見られてよかったです。 

・授業で当たり前のようにタブレットを使いこなしていることに時代を感じました。 

・先生方の子どもたちへの指導のされ方は，家庭でも参考にさせていただきたいことがたくさんあり，親とし

ても学ばせていただきました。 

・せめて学校内では廊下ですれ違ったら「こんにちは。」のあいさつができるようになってほしいです。 

・マスクをしている子どもたちの声が聞こえにくいのに，先生はちゃんと内容を聞いて理解している，本当に

すごいと思いました。 

・タブレットと紙の両方のよいところを上手に取り入れており，先生の工夫がすごいと思いました。 

＜開催について＞ 

・社会とのバランスをとりながら，制限を設けつつ授業参観を実施していただき保護者として感謝いたします。 

・３グループ制は人数が適度で参観しやすかったのでコロナ禍に限らず名案だと思いました。 

・最初から出席番号で振り分けられていてわかりやすかったです。 

・一家族一人としており，小さな弟がいるため参観できなかった。 

・人数が少ないので，じっくり安心して授業参観に参加することができました。 

・廊下でずっとしゃべっているご父兄様がいらっしゃったので，今後控えている運動会や発表会のマナーが少

し気になりました。 

・オンライン参観があってもよいのではないでしょうか。 

・授業参観ありがとうございました。運動会等の行事の様子を見るのも楽しみです。 

・分散での参観だったため，遅れて行ってもゆっくり見ることができ，とてもよかったです。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１１日～１３日
まで，２泊３日で日光
へ行ってきました！ 
 
 
 

↑ 足尾銅山の見学。トロッコ列車

に乗った後，暗い銅山の中を歩き

ました。鉱毒事件などの歴史も勉

強しました。 

↑ いよいよ出発！初めての移動

教室で，子どもたちの楽しみな気

持ちが伝わってきました。 

↑ 戦場ヶ原でのハイキング。
ネイチャーガイドの方のお話
を聞きながら，自然散策を楽し
みました。また，子どもたちの
方から「あれは何ですか？」「ど
うしてこうなっているのです
か？」など，積極的に質問し，
さらに学びを深めました。 

↑ 広い食堂でみんなで夕食。とて

も豪華な食事をお腹いっぱいいた

だいた３日間でした。 

↑ 日光東照宮で，歴史的な建造物

を見学しました。長い階段を上って

徳川家康のお墓にも行きました。 

↑ 朝はあいにくの雨。散歩に行

くことができず急遽，放送朝会に

変更。そんな中でも，自分たちで

考え，臨機応変に対応しました。 

↑ 楽しみにしていたキャンプ

ファイヤー！みんなで炎を囲

み，レクやゲームをして楽しみ

ました。 

事前学習として，けやきの時間

にそれぞれがテーマをもち，日

光の自然や歴史などについて調

べました。一人一人が目的をも

ち，自分の学びを深めました。 



 

             

       図書主任 石原 香織 

 

『もみじ読書旬間』がはじまります。（１１/８～１１/１９） 
１学期のあじさい読書旬間に続き，秋のもみじ読書旬間が１１月８日から始まります。 

図書委員会の児童は，「読書好きを増やそう」という合言葉のもと，準備に奮闘しています。 

読書の魅力はたくさんありますが，そのひとつに「疑似体験ができる」ことが挙げられます。職員室

では高齢の部類に入る私ですが，最近，「ハイジ（シュピ―リ著）」を読んでスイスの地で純真な少女の

気持ちになり，「響け！ユーフォニアム（武田綾乃著）」を読んで高校の吹奏楽部の一員のように悩み，

「犬たちよ，今，助けに行くからね（沢田俊子著）」を読んで保護が必要な犬たちのことで心を痛める，

という体験をしました。 

これらの「体験」は，実際にはなかなか出来そうもないことばかりですが，本を通して，心に残る大

切な体験になりました。 

イギリスのブレア元首相は，「７歳の子どもの読書量が，イギリスの２０年後を決める。」と早期から

の読書の重要性を語っています。文字を読むことは，映像よりも時間も手間もかかりますが，その分，

創造力，表現力，人の気もちを慮るコミュニケーション力などを育むことにつながります。子どもたち

が，読書を通して知識を広げ，心を耕し，自分の中に栄養たっぷりの土壌を作っていくことが，２０年

後，大人になってそれぞれの素敵な花を咲かせることにつながるのではないでしょうか。 

ご家庭でも，三小の読書旬間に合わせて，一緒に読書をしたり，感想を話し合ったりして，楽しい読

書体験を広げて頂ければ幸いです。 
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令和３年度 

学校評議員・学校関係者評価委員の皆様です。 
 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） 
増岡 広視（健全育成第三地区委員会会長） 
長堀  義樹（子ども会会長） 
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） 
長谷 瑞信（本校 PTA 会長） 
瀬尾 竹蔵（本校前 PTA会長） 
有賀 芳子（本校元校長） 
 

【学校関係者評価委員】（敬称略） 
秋輪 和幸 （主任児童委員） 
長堀 義樹 （子ども会会長） 
長谷 瑞信 （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 
本校でもこれまで，いじめ防止対策の取組を行ってき

ましたが，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） 
石川三枝子（総務主幹・特別支援教育コーディネーター） 

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 正美（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） 
村田 直子（生活指導主任・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） 
梅本 宏美（特別支援教育コーディネーター） 
石山 哲（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） 

花嶋 舞桜（市スクールカウンセラー） 

電話：485-1251    485-1257（SC室） 



１１月の行事予定            【お知らせ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

1 月 振替休業日 

2 火 あいさつ週間 始 （運動会予備日） 

3 水 文化の日 地域運動会（中止） 

4 木 安全指導日 学力向上を図るための調査６年 

5 金 あいさつ運動 終 遠足１・２年 

6 土  

7 日  

8 月 朝会 委員会活動 読書旬間 始 移動教室事前検診５年 

9 火 歯磨き指導３年 （遠足予備日１・２年） 

10 水 図書委員会読み聞かせ 

11 木 プラネタリウム体験４年 

12 金 遠足３・４年 

13 土  

14 日  

15 月 朝会 八ヶ岳移動教室５年（１日目） 多摩川探検３年 

16 火 八ヶ岳移動教室５年（２日目） 

17 水 仲良しタイム 避難訓練 

18 木 教員読み聞かせ 歯科検診(全学年) 

19 金 読書旬間 終 学力向上を図るための調査５年 

20 土  

21 日  

22 月 朝会 クラブ活動 発表会１・３年 落ち葉掃き旬間 始 

23 火 勤労感謝の日 

24 水 人権集会 パラリンピアンとの交流 

25 木 普通救命講習６年 

26 金 普通救命講習６年 （遠足予備日３・４年） 

27 土  

28 日  

29 月 朝会 委員会活動 脊柱側わん症(モアレ)検診５年 

30 火 学力向上を図るための調査４年 

１２月当初の予定 
１日(水) 発表会５年 
２日(木) 落ち葉掃き旬間終 
３日(金) 授業参観・保護者会２・４・６年 
６日(月) 授業参観・保護者会１・３・５年 
８日(水) マラソン集会 マラソン旬間 始 
９日(木) 避難訓練 

１０日(金) 色覚検査４年 

授業参観・保護者会について 

１２月３日(金)２・４・６年 

１２月６日(月)１・３・５年 

・授業参観…午前中、グループ別分散型 

・保護者会…各学年 15：00～ 

      Zoomによるオンライン 

 

年度当初は５時間目に授業参観、終了

後に保護者会と考えていましたが、今後

の感染症再拡大の可能性も鑑み、１０月

と同じように午前中に分散しての授業

参観とさせていただきます。 

保護者会は午後になりますので、Zoom

によるオンライン保護者会を行う予定

です。 

実施の方法については、様々なご意見

があることや、平日で参加しづらい方も

いらっしゃるかとは存じますが、何卒、

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいた

します。 

詳細は、後日別紙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★ 花嶋 舞桜 

２日 ９日 １６日 ３０日 

  ★木曜日担当★ 杉沢 智子 

４日 １８日 ２５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 
１１月分の給食費の引き落とし日は

１１月５日(金)です。 

入金締切日は１１月４日(木)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２２日（月）で

す。入金締切日は１９日（金）です。 

地域運動会の中止について 
 年度当初には、１１月３日(火)に地

域運動会が予定されていましたが、本

年度は中止となりました。ご了承くだ

さい。 


