
保護者の皆様、地域の皆様と共に歩む第三小学校 

                       校長  辻 久恵 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 令和４年２月２８日 ３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 

 ご多用のところ、「第三小学校の教育についてのアンケート」にご協力いただきまして、ありがとう

ございました。皆様からお寄せいただいたご意見を基に先日、オンラインで学校関係者評価委員会及び

学校評議員会を開催いたしました。その折に、次のようなお言葉をいただきました。 

 ☆万全の感染症対策をとっていただき、ありがたい。 

 ☆オンライン授業が常時行われ、学びを止めない、学びの保障ができていることが素晴らしい。 

☆移動教室や運動会等、学校行事が工夫されて実施できてよかった。 

☆先生方が子どもや保護者の話に耳を傾けてくれて、近い存在に感じる。 

☆教員の評価が高いのは、自ら頑張っていると自負している証だと思う。 

☆地域学校協働本部は、ゲストティーチャーや学習支援員を手配している。より一層連携を深めたい。 

★読書は学校の取組を家庭でも反映できるようにしてはどうかの貴重なお言葉は励みにいたします。 

さて、予定されていました道徳授業地区公開講座の授業は新型コロナ感染症防止の観点から残念なが

ら公開できませんでした。どの学級も昨年度の研究を生かして「考え、議論する道徳」が展開された足

跡が板書に残されていました。ホームページに掲載しておりますのでご覧いただけましたら幸いです。 

講演会はオンラインで実施することができました。「豊かな心をもち、持続可能な社会の創り手の育

成を目指して」という演題で、講師 ＮＰＯ法人国際自然大学校 真壁 拓也様にご講演を賜りました。 

５年生の八ヶ岳移動教室の折、子どもたちは国際自然大学校でグループごとに意見を出し合い、進む

方向をみんなで決めて協力してミッションをクリアする達成感を味わうことができました。子どもたち

が先行き不透明な時代において持続可能な社会の創り手となりうるためには、どのように力をつけてい

かなければならないのかをお伺いしたくてご講演をお願いいたした次第でございます。 

次のような内容でした。冒険プログラムでは、仲間と「気付き」「成長」を促す支援の中で、「自尊感

情」「チームワーク」「チャレンジ精神」「他者理解」「コミュニケーション能力」の促進をねらっている。

学びのＡＢＣとは、Affect…感情を仲間でシェアする、Ｃognition…目標や達成したいことを認知する、

Behavior…行動へと移し体験を振り返る、シェア➝認知➝次の行動へとステップアップする一連の成長

のことで、これらの力をつけていくには家庭・地域・学校教育の連携がとても重要だという話でした。 

最後になりましたが、この一年間、本校の教育活動へのご理解、ご協力、ご支援に心より感謝申

し上げます。振り返りますと、コロナの影響をずいぶん受けてきました。そのような中で一人一台

タブレットの活用の場もたくさんありました。２学期の始業式翌日からのオンライン授業、第６波

の折の閉鎖中や予防のために自宅にいる児童といつもと変わらない双方向の授業等、その都度、保

護者の皆様、地域の皆様と力を合わせ、教職員が一丸となり「全ての子どもたちの可能性を引き出

し、一人一人の子どもを主役にする学校教育の実現」を目指して教育活動を邁進してまいりました。 

このような時代だからこそ、一層「保護者、地域と共に歩む学校づくり」の必要性を痛感いたしました。 

三小ケヤッキー 

 ３月の目標 

【あいさつ目標】     【生活目標】 

相手を見て挨拶をしよう  一年間のまとめをしよう 

☆保護者会期間中に，落とし物を東昇降口
に展示いたします。ご確認ください。ま
た、児童の持ち物全てに記名をしていた
だけますよう、重ねてお願いいたします。 



６年生 

〇「スポーツを創ろう」 

「自分にとってスポーツとはどんな意味があるも

のなのか」「将来スポーツにどのように関わっていく

のか」など、改めてスポーツについて考えました。勝

ち負けだけではないスポーツ本来の楽しさを追求し

て、自分たちでスポーツを創ってみようという発想で

単元に取り組みました。 

 ルールをなるべくシンプルにして誰でも遊べるよ

うに設定することや、 

ルールを伝える難しさを 

学び、試行錯誤を続けて 

いました。遊んだ児童に 

「楽しかった」と言わ 

れ、創った児童も充実 

感を味わっていました。 

 

〇「自己の生き方を見つめよう」 

教師、イラストレーター、議員等ゲストティーチャ

ーの生き方や考え方を聞きました。将来自分はどのよ

うに生きていきたいか、自分のテーマをもち、調べ、

考え、深めていきます。 

３年生  
１学期は、「カイコを育てよう」の学習をしました。毎日、餌

やりや箱の掃除をしていく中で「カイコかわいい。」「どんどん

大きくなってね。」と大切にカイコのお世話をすることができ

ました。カイコについて調べたことをまとめた後、繭の糸取り

や繭工作をして、あらためて命の大切さを感じることができま

した。 

２学期は、「多摩川探検隊」の学習をしました。鳥や魚、石な

どの興味をもったことを調べた後、講師の先生をお招きして、

実際に多摩川へ行きました。そこでは、安全のためにライフジ

ャケットを着用させていただき、多摩川にある石や植物に触

れ、課題意識を高めることができました。その後、タブレット

を活用しながら自分が必要な情報や資料を調べてまとめ、最後

は発表会を行いました。どのグループも意欲的に活動し、多摩

川の魅力を十分に伝えることができました。 

３学期は、「世界の遊び」を学習します。日本の遊びと海外の

遊びの共通点や相違点を知っていく中で、海外の文化に 

親しんだり、日本の文化の良さを確かめたりするきっかけにし

ていけたらと思います。 

また「情報教育」の学習では、 

タブレットを活用した学習を展開 

していきます。 

 

５年生 

八ヶ岳移動教室で八ヶ岳の壮大な自然に圧倒された５

年生の子どもたちは、改めて森林がもつ効果、よさを実

感しました。ＳＤＧｓでは、「陸の豊かさも守ろう」とい

う目標があります。その目標を受け、「調布市の緑はどう

なんだろう？自然を守るためにできることがあるんじゃ

ないか。」と課題意識をもち、「調布市の自然を守るため

の取り組みを調布市に提案しよう。」というめあてを立

て、学習を進めてきました。 

自然を守るための具体的な取り組みを考えた後、同じ

ような考えの者同士でグループを組み、提案内容をスラ

イドにまとめました。 

そして子どもたちの「伝えたい！」という思いが実を

結び、３月に調布市の都市計画課の方々に提案する機会

をいただけることになりました。 

子どもたちの姿から自分たちも調布市の一員だという

自覚、住んでいる街をよりよくしていきたいという熱い

思いを感じることができました。 

 当日、子どもたちが、どんな 

表情で、どんな風に語ってくれる 

のか、とても楽しみです。 

 

 

（総合的な学習の時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介します！ 

４年生 
１学期の「体の不自由な方々とともに」の学習では、「あすチ

ャレ」という企画の一環としてパラリンピックに 7 回出場し

た、車いす陸上の永尾嘉章（ながおよしふみ）さんをゲストテ

ィーチャーにお迎えすることができました。児童は、パラリン

ピアンとしての永尾さんの貴重なお話や競技用車いすの体験

を通し、障害をもつ人を身近に感じ、自分も希望をもって日々

励んでいきたいという思いを抱くこと 

ができました。また、障害をもつ人の 

生活やパラリンピックについて自分の 

課題を見付け、調べ、グループごとに 

発表する活動も行いました。 

２学期の「いろいろな文化にふれよう」の学習でも、日本や

海外の文化・習慣について調べ学習を進め 

ましたが、今度は学年全体で発表会をしまし 

た。クラスを超えてブース形式で交流するこ 

とで、一方通行の発表ではなく、双方向のやり取りができ、伝

えることへの意識を高めることができました。 

 ３学期の「未来に向かって」の学習は、学習したことを劇や

音楽の形でまとめたり、自分の先を行く 6年生への感謝の思い

をダンスや呼びかけで伝えたりする「表現活動」が中心でした。

この後は、自分の成長を振り返り、今後自分がどんな２０歳を

迎えたいかを考えていきます。 



 

 

 

 

令和４年 2 月 2８日（月）から３月４日（金）まで、『三小さくひんてん』が開催されています。全校

児童の平面作品が展示され、学校が小さな美術館のようです。 

子どもたちはいろいろな作品を見て、細かいところまで表現している上級生の作品に驚いたり、下級

生のかわいい作品に心が和んだりしています。上手、下手ではなく、思いを込めて作った作品は、見る人

の心を動かします。 

お子さまの作品をじっくりとご覧になっていただき、いいところを見付け、ぜひご家庭でそれを伝え

てあげてください。作品完成までのご準備等ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三小 さくひんてん 

 

養護教諭 藤田 晃子 

 

 

 

 

 

 

予防方法は、花粉をつけない！・持ち込まない！ 

 

  

                              

 

コロナ禍ですが・・花粉症シーズンも到来です 

保健室でも「くしゃみと鼻水が・・・」と訴える児童が毎年来室します。目のかゆみ、

鼻症状等強い場合は、受診をお勧めします。薬が処方され、学校でも服用が必要な場合

はご相談ください。 

 

 

かぜ・花粉症のちがい 

１年生：「おしゃれなカラス」 

２年生：「ガムガムライオン」 

３年生：「ふかいふかい海の底に…」「すてきな花びん」 

４年生：「生き物を彫る」 

５年生：「水墨画～冬の味覚～」 

６年生：「わたしの大切な風景」「ネームアート」 



３月の行事予定             【お知らせ】 

日 曜日 行 事 予 定 

1 火 ６年生を送る会 

2 水 仲良しタイム 発表会２年 保護者会２・５年 

3 木 安全指導 発表会４年 保護者会１・４年 

4 金 発表会６年 保護者会３・６年 作品展終 

5 土  

6 日  

7 月 朝会 クラブ活動 

8 火  

9 水 給食委員会集会 

10 木  

11 金  

12 土  

13 日  

14 月 朝会 

15 火  

16 水 仲良しタイム（５年生中心） 

17 木  

18 金  

19 土  

20 日  

21 月 春分の日 

22 火 大掃除  ※５年生のみ５時間、他学年は４時間授業 

23 水 
給食終 卒業式予行５・６年   

※１～４年 ４時間授業 

24 木 修了式            ※全学年４時間授業 

25 金 卒業式（５・６年生のみ参加、他学年は休業日） 

26 土  

27 日  

28 月 春季休業日始（～４月５日） 

29 火  

30 火  

31 火  

 

  

 

 

 

４月当初の予定 
５日(火) 新６年生のみ登校（入学式準備のため） 

６日(水) 令和４年度１学期始業式 入学式 

８月(金) 給食始まり 

 

今年度中に転出される予定のある方

は、早目に学校（担任）までご連絡をお

願いします。 

三小ホームページについて 
令和４年度の年間行事予定表は、３

月末にホームページに掲載予定です。

ホームページへは、下記ＱＲコードよ

りアクセスできます。 

 
 
 

 

 

 

 

令和４年度 
４月の保護者会について 

１２日(火)５・６年 

１４日(木)３・４年 

１５日(金)１・２年 

 新年度初めの保護者会となります。ぜ

ひご参加ください。 

２月２８日現在での予定です。今後、

変更する可能性もあります。 

ＰＴＡホームページについて 
ＰＴＡからの連絡や活動の紹介をし

ています。下記ＱＲコードよりアクセス
できます。 

 
 
 
 
 

 

※３月の避難訓練は予告なしで行います。 

３月のレインボールーム 

★火曜日担当★ 花嶋 舞桜 

１日 ４日(金・午前のみ) １５日 ２２日 

  ★金曜日担当★ 杉沢 智子 

４日（金・午前のみ） １０日 １７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。 

 


