
実り多き 2学期の締めくくりを 

                       校長  辻 久恵 

コロナ禍で、2 学期始業式が 9 月 6 日になり、翌日から 10 日まではオンライン授業となりました。初

めてのことですが、事前準備の甲斐あって、話合い活動を取り入れた双方向での授業を行うことができ

ました。制約のある中ですが、今学期は少しずつ通常に近い形で歩むことができました。 

運動会では、三小伝統の鼓笛隊の入場、かわいい 1 年生のはじめの言葉でスタートし、どの学年も持

ち時間の中で子どもたちが力を発揮し、輝くように工夫されていました。学年が進むにしたがって自分

たちで考え、創り出す部分が増えていき、発達段階に応じて成長していることを嬉しく思いました。 

遠足では、1，2 年生にとっては初めての経験であり、交通安全とコロナ対策に万全を期して「楽しい

思い出」を目標に行いました。それに加えて 3，4年生は、「仲良くすること」を設定し、4年生が 3年生

を気遣いながらリーダーシップを発揮している姿から高学年となる心構えが育っていると感じました。 

日光移動教室では、一人一人が課題を設定し、その課題に対して入念な調べ学習をして日光に出かけ

たので、足尾銅山、戦場ヶ原、二社一寺、どこでも熱心にメモを取ったり、ガイドさんの問いに答えたり、

疑問に思うことを積極的に質問したりする姿から学びのスタイルができあがっている点が素晴らしいと

思いました。また、イレギュラーなことが起きても対応できる力も備わっていることに感心しました。 

八ヶ岳移動教室では、国際自然大学校での各グループで意見を出し合い、進む方向をみんなで決めて

協力しながらミッションをクリアしていく体験を通して子どもたちは達成感を味わうことができました。

先行き不透明な時代を生き抜いていくために必要な力をつける一助となりました。美し森のハイキング

では自然を満喫し、自然を守っていこうという使命感に燃えていました。係活動も充実していました。 

11月 24日には、東京２０２０大会で走り幅跳び視覚障害Ｔ１１の部で 5位に入賞なさったパラリンピ

アン高田 千明選手とコーチでコーラー（走る方向をガイドする）でもあるオリンピアン大森 盛一さ

んをお迎えして「講演会」と「きずな体験」を行いました。 

講演会では「パラリンピックとは」「リオまでの道のり」「リオから東京へ」「そしてパリへ」「さいごに」

と 5 つの視点を設けて、ここに至るまで並大抵の努力ではなかったこと、パリ五輪で金メダルを目指し

ていること、目標を言葉に出し、達成に向けて努力を続ける大切さなどについて話してくださいました。 

「きずな体験」では、きずなとなる紐をもち、ガイドは常に障がい者の横にいて、「あと〇歩で右に曲

がるよ。」と言うように声をかけて案内すること、決して引っ張ってはいけないことを学びました。子ど

もたちは心を込めてガイドすることの大切さを実感しました。貴重なジョギング体験もできました。 

 その他にも発表会や授業参観、読書旬間、あいさつ運動、落ち葉拾い旬間など、日々の教育活動すべて

において、教職員が一丸となり目標達成に向け計画的に進め、実り多き 2学期を築いてまいりました。 

 

 コロナ禍で学校にお越しいただくことが難しい状況ですので、なるべく学校での子どもたちの活躍、

教職員の頑張りを校長通信「三小タイムズ」でお届けできればと努めております。上記のＱＲコードから

三小ホームページに入って、校長通信や学校生活の様子など、ご覧いただけましたら幸いです。 

 

 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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H   P       :   http://www.chofu-schools.jp/chofu-3sho 

メールアドレス     ：chofu-3sho@chofu-schools.jp 

１２月（命と心の教育月間）の目標【月目標】         【あいさつ目標】       

まわりの人を大切にしよう            校内ではだれとでもあいさつをしよう  

あとしまつをきちんとしよう 

２学期の終わりの月となりました。まわりの人を大切にするという意識を高める中で、「相手の気持ちを

考えた言動」や「マナーとしての整理整頓」ができるように指導してまいります。 
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 オリンピックをテーマにしたダンスにのりの

り！毎回の練習にめあてをもって取り組み,自

分たちで考えた自由表現でもそれぞれの個性が

光りました。 

１年 

 

２年 

 

４年 

 

３年 

 

５年 

 

６年 

 

１年生は「こころを一つに」をめあてに「とびだ

せ！１・２・３」と「チェッコリバーシ」に一生

懸命取り組みました。初めての運動会，体を大き

く動かして，最後まで力いっぱい頑張りました。 

５年生は，体育の学習で行った「表現運動」「長な

わ」を行いました。自分たちで内容を考え，「楽し

んでいる姿」を見てもらいたいと目標を立てて取

り組みました。 

 フラフープを使ってのダンスに挑戦しました。始め

は音楽と合わせるのが難しかったけれど，練習してい

くうちにどんどん上手に踊れるようになりました。本

番を終えると，「楽しかった！」と，大満足の運動会に

なりました。 

自分の選んだ用具と技に挑戦した「持って，走

って，ＴＲＹして」リズムに合わせて力強く踊っ

た「よっちょれ！よさこい！」どちらも，３年生

らしく元気いっぱいに頑張ることができました。 

５年 

 

６年 

 

自分たちで表現の内容を考え，友達と協力しな

がら創りあげました。表現，全員リレー，ダンス

と最後の運動会を思い切り楽しみました。 
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本校では，体力づくりの一環としてマラソン旬間を実施いたします。下記の件につきましてご協力ください

ますよう，よろしくお願いいたします。 

 

１．実施期間  １２月８日（水）～１２月２１日（火） 

２．時 間   中休み（１０：２５～１０：３５） 

［１２月８日の児童集会の時間も取り組みます。］ 

３．場 所   第三小学校 校庭 

４．持ち物   汗拭き用のタオル 

５．留意事項  実施期間中は次の事項を参考に，ご家庭で登校前にお子さんの健康観察をしていただき， 

無理のないようにお願いいたします。 

○睡眠時間を十分にとっていますか？ 

    ○朝食はしっかりと食べていますか？ 

○顔色はどうですか？ 

○風邪をひいていたり，具合が悪かったりしていませんか？ 

○走るのに適した服装をしていますか？（調節ができる服装で） 

１年生 武蔵野の森公園遠足 ２年生 

３年生 ４年生 

２年生にとって，小学校に入って初めての遠

足。広い公園で思いっきり遊びました。そして，

待ちに待ったお弁当。みんなで一緒に食べるお弁

当は，やっぱり美味しい！おやつも食べて，みん

なニコニコの遠足になりました。 

学校よりも広い公園にみんなワクワク。「鬼ご

っこ」や「だるまさんが転んだ」などをして仲良

く遊びました。きちんと並んで話を聞いたり，友

達と助け合って行動したりしている姿を見て，一

年生の成長を感じました。 

 久しぶりの遠足，しかも４年生と一緒に行動する

ということで始まる前はドキドキしていた３年生。

でも，４年生は優しいし，広い公園でのびのび遊べ

るし，お弁当はおいしいし・・最高の遠足でした。

４年生のみなさん，お世話になりました！！ 

「３年生をリードしながら仲良く遊ぶ」というミッシ

ョンを与えられ，最初は心配そうな４年生。顔合わせ

や話し合いを重ねるうちに，自分で考え動く頼もしさ

が際立ちました。遠足の後に，３年生からのお礼のメ

ッセージをもらい，とっても嬉しそうでした。 



１２月の行事予定             【お知らせ】 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 予 定 

１ 水 
５年発表会（１校時） 

※４時間授業(5-2は研究授業のため５時間) 

２ 木 安全指導日 落ち葉掃き旬間終 

３ 金 授業参観・保護者会２・４・６年 

４ 土  

５ 日  

６ 月 朝会 授業参観・保護者会１・３・５年 

７ 火  

８ 水 マラソン集会 マラソン旬間始 

９ 木 避難訓練 自転車安全教室３年(５校時) 

10 金 色覚検査４年 

11 土  

12 日  

13 月 朝会 クラブ活動 

14 火  

15 水 仲良しタイム 

16 木 音楽鑑賞教室６年 

17 金  

18 土  

19 日  

20 月 朝会 起震車体験５年        ※５時間授業 

21 火 マラソン旬間終           ※５時間授業 

22 水 保健集会    ※１年４時間、２～６年５時間授業 

23 木 給食終     ※１年４時間、２～６年５時間授業 

24 金 終業式 大掃除           ※４時間授業 

25 土 冬季休業日始（～１月１０日まで） 

26 日  

27 月  

28 火  

29 水  

30 木  

31 金  

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  

授業参観・保護者会について 
 ３日（金）、６日（月）は、それぞれ授

業参観と保護者会になります。 

授業参観は前回と同じくグループ別

になります。参観時間や注意事項等、別

途お配りしたお知らせを今一度ご確認

ください。 

保護者会は Zoom でのオンラインで行

います。保護者会前日に安全安心メール

を配信いたしますのでご確認ください。

保護者会の日は、該当学年は５時間授業

になります。 

１２月のレインボールーム 
★火曜日担当★ 花嶋 舞桜 

７日 １４日 ２１日 

★木曜日担当★ 杉沢 智子 

２日 ９日 １６日 ２３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・教材費について 
１２月は、給食費と同時に教材費が引

き落とされます。入金額が、給食費と教

材費の合計金額に足りない場合、どちら

も引き落とされませんのでご注意くだ

さい。金額は各学年だよりをご確認くだ

さい。 

引き落とし日は１２月６日(月)、 

入金締切日は１２月３日(金)にな

ります。 

予備日は、引き落とし日が２０日

（月）、入金締切日が１７日（金）です。 

１月当初の予定 
１１日(火) 始業式 委員会活動 

１～４年３時間、５・６年４時間授業 
１２日(水) 給食始 計測６年 
１３日(木) 計測４年 席書会５・６年 安全指導日 

 １４日(金) 計測５年 席書会３・４年 

発表会について 
 今年度の発表会は、学年別で規模を縮

小して行っています。１・３年は１１月

に実施済み。５年は１２月１日（水）、

２・４・６年は１月２８日（金）に予定

しています。 

例年、２・４・６年は劇の発表を行っ

ていましたが、今年度は普段の学習のま

とめとしての発表を予定しています。例

年とは発表の形が異なりますが、ご理解

の上ご参加いただきますようお願いい

たします。 


