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チャレンジそのものが成功
教務主幹教諭 高遠 洋一
私は 3 年生から 6 年生までの外国語を担当しています。子供たちは、英語を聴いたり話したりする活動を中心
に、積極的に学習に取り組んでいます。しかし、学年が上がっていくにつれて、周りの目を気にするためか、発
言する児童が少なくなる傾向にあります。この状況は、昨年度の人権教育の研究におけるアンケートで、
「意欲的
に活動する気持ちはあるが、行動に移すことが難しい」と答えた児童が多いことに共通しています。
そんな中、先月のゴールデンウィーク中に見ていたプロ野球中継の解説者の言葉がとても印象に残っています。
それは、球場に観戦に来ていた子供たちが、元プロ野球選手である解説者に様々な質問をし、それに解説者が丁
寧に答えていくコーナーでのことでした。ある小学生が、
「バッティングで失敗した時には、どうしたらいいです
か。
」という質問をしました。その質問に対して、解説者は「私は失敗だとは思いません。バッティングでは、3
割程度しかヒットが出ない、つまり上手くいかないことの方が多いのです。でも、上手くいかなかったのは、チ
ャレンジしたからであって、そのチャレンジこそが技術の向上につながるのです。だから、チャレンジすること
自体が成功なのだと私は思います。
」といった内容でした。この考えは、野球に関わらず多くのことに当てはまる
のではないでしょうか。自分から積極的に取り組めば、結果にかかわらず多く
のことを学び、それが次につながっていく、すなわち成長につながるというこ
とだと思います。
「チャレンジが、成功につながる」といった考えを子供一人一人にもたせる
ことで、多くの意見が出る中で考えを共有し、今まで以上に深い学びが実現で
きるような授業の実現を目指していきます。そのために、子供にとって必要性
を感じることができる学習課題の提示や、進んで学習する過程で成功体験が味
わえるような教材の開発に、教員一同尽力していきます。

学校運営協議会
今年度もより良い学校運営のため、貴重なご意見をいただきます。年間 3 回を予定しております。
学校運営協議会は公開しています。希望する方は事前に副校長までお申し出ください。

萩原 昌幸様
金城 涼子様
第1回

中村 朋子様
山﨑 美雪様

6 月 21 日（月）

小塚 文子様 和田 公樹様
古林 香苗 前多 紀子
14 時 30 分～15 時 30 分
校長室にて

ごあいさつ
～新しく三小に着任しました～
第三小学校に着任して２か月。子供たちと過ごす日々は、楽しさや喜びにあふれているだけでなく、子供
たちから学ぶことも多くあります。この素敵な子供たちのために「子供たちが明日も行きたくなる学校」を
目指してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

校長 古林

香苗

武蔵野市立第三小学校から異動してきました佐藤美樹です。国分寺市立第三小学校の皆さんと過ごすのを心
待ちにしていたので、今、一緒に学校生活が送れることができて、とてもうれしいです。共に過ごしていく時
間を大切にしていきます。どうぞよろしくお願いします。

主任教諭 佐藤

美樹

はじめまして。今年度から体育の専科として着任しました中島鉄平です。
児童の皆さんが、体育が楽しい、成長できた、中学校の体育が楽しみ、と感じられる体育の授業になるよう努
めていきます。よろしくお願いいたします。

主任教諭 中島

鉄平

明るいあいさつをしてくれる子供たちに毎日元気をもらっています。今年度、武蔵野市より異動してまい
りました。まだまだ不慣れなことが多くありますが、子供たちとともに一日一日を大切に、笑顔で過ごして
いきたいと思います。よろしくお願いいたします。

主任教諭 西尾

春佳

この度、八王子市立城山小学校から赴任して参りました宮本将之と申します。これから三小の子供たちと一
緒に過ごせる毎日を楽しみにしています。子供たちのよりよい成長に寄り添っていけるよう頑張ります。どう
ぞよろしくお願いいたします。

教諭 宮本

将之

今年度から音楽専科に着任しました田邉紗里囲（たなべ さりい）と申します。
音楽が好きな子も苦手に感じている子も「音楽の楽しさ」を発見できるよう日々努めてまいります。よろしく
お願いいたします。

教諭 田邉 紗里囲

皆様はじめまして。今年度から国分寺三小でお世話になります中山真吾と申します。明るく、笑顔で子供
たちが毎日学校を楽しいと思えるよう努めていきたいと思っています。よろしくお願い致します。
教諭 中山 真吾
今年度神戸市の高校から国分寺市へまいりました。毎日子供たちの笑顔に元気をもらっています。小学校勤
務は初めてですが、子供たちとともに学び成長し、風通しの良い保健室を運営していきます。よろしくお願い
致します。

教諭 山下 千亜希

4 月から教員になりました吉田大雅です。元気な三小の子供たちに出会えてとても嬉しく思います。子供た
ちが居心地良くのびのびと過ごせるような学級を作っていきます。子供たちに負けないよう私自身日々成長し
ていきますので、どうぞよろしくお願いします。

教諭 吉田

大雅

こすもす教室より
特別支援教室巡回教員 稲村 望
こすもす教室は三小で週３日（火・木・金）
、七小で週２日（月・水）
、開かれています。
通常の学級に在籍するお子さんが、週１～２回程度来室し、個別や小集団の形態で個々に応じた学習をし
ています。個別では、個に応じた学びやすい方法を工夫して教科の学習に必要となる活動をしたり、自分
を見つめ相手の立場を考える活動をしたりします。小集団では、身体の動かし方や言葉の遣い方、相談・
協力等を学習します。これらの活動を通して、友達と活動する楽しさ、分かる喜びを
存分に味わい、在籍学級で生き生きと活動する力がふくらむよう願っています。
各学級の担任や保護者の方々と連絡をとり合い、課題を共有したり、支援を工夫したり
成長を喜び合ったりしながらの毎日です。
御質問などありましたら、お気軽に在籍学級担任やこすもす教室の教員にお声掛けください。

校内研コラム
GIGA スクール構想について
GIGA 担当 石鍋 雅也

「子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育 ICT 環境の実現を。」
～文部科学大臣メッセージより引用～
令和３年度には、GIGA スクール構想として、一人１台のタブレット端末が貸与されました。この
PC 端末は鉛筆やノートと並ぶマストアイテムです。
昨今の時代の変化に対応するために、学校現場でも大きな改革がすすめられています。
具体的にはどのように変わるのでしょうか。行われてきた教育×ICT の
実現で、より深い学びを目指します。例えば、授業でつまずく場面は子供
によって異なります。つまずいた個所から振り返り学習ができるようにし
たり、動画で解説を見たりして、個に応じた学習に適応させていきます。
また、Sky menu cloud の活用を通して、思考の視覚化を行いコミュニ
ケーションのツールとして課題解決に役立てたりします。
今は、タブレット端末全員分のセットアップ作業に追われる毎日ですが、次回は具体的な実践例を
ご報告したいと思います。

道徳コラム

６年担任 小倉さえ子

国分寺市では、教育ビジョンの中で、
「道徳教育の推進」を掲げています。そこで三小の各学年の
「特別の教科 道徳」の学習内容についてお伝えしていきます。
今月は 6 年生の「あこがれのパティシエ～好きな道を歩む～」です。葉山町にあるケーキ店の店
長

遠藤さんが主人公。夢の実現の原動力となるケーキ作りへの思いや、遠藤さんの長所をさまざ

まな角度から考えました。
子供たちは、将来の夢や目標に近付くためには何をしたらよいのだろうと考えることがあるかと
思います。また、まだ明確な夢や目標が定まっていない子供も多くいます。将来の夢と言っても、
単に進学先や職業を考えさせるのではありません。6 年生という発達段階では、自分自身の長所と
短所に気付かせるところから始めます。
気付いた長所に目を向け、維持し生かし続けることの大切さに気付くこと。長所をさらに積極的
に伸ばそうとすること。また、短所を課題として捉え、改善・努力すること。それら自分自身を伸ば
していくこと、つまり「個性の伸長」をねらいとして学習しました。

三小ブログについて
日々の教育活動や行事等における児童の様子をブログにて発信しております。
運動会の開催や台風等に伴う休校など緊急の連絡をブログに掲載することもありますので、
ご覧になってください。

６月の主な予定
１

火

SC：スクールカウンセラー勤務日 SSW：スクールソーシャルワーカー来校日

スポーツフェスティバルリハーサル

17

木

前日準備のため５時間授業

体力テスト始
ＳＣ

２

水

スポーツフェスティバル

18

金

算数補習教室（３年生）

３

木

スポーツフェスティバル予備日

19

土

ＰＴＡ運営委員会

21

月

水泳指導始

眼科検診
きょうだい学級交流会（１・６年生） ＳＣ
４

金

弁護士によるいじめ防止授業（５年生）
６年生史跡見学

クラブ（４～６年生）

算数補習教室（３年生）

学校運営協議会

教育実習終
７

月

委員会（５・６年生）＊代表委員のみ４年生

24

木

きょうだい学級交流会（３・４年生）

ＰＴＡ集金日
ＳＣ ＳＳＷ

読書週間始
８

火

25

緑の募金

金

きょうだい学級交流会（２・５年生）
９

水

５時間授業（研修会のため）
26

緑の募金

学校公開

土

学校公開
土曜時程
租税教室（６年生）

10

木

きょうだい学級交流会予備日

28

月

内科検診（１・６年生）

委員会（５・６年生）
算数補習教室（３年生）

ＳＣ
11

金

読書週間終

29

火

保護者会（３・４年生）

14

月

きょうだい学級交流予備日

30

水

体力テスト終

自転車教室（３年生）

研究会のため４時間授業
（４年３組のみ５時間授業）

15

火

きょうだい学級交流予備日

＊予告なしの避難訓練が予定されています。

＜体育的行事について＞
体育行事委員会委員長 島田

聡介

今年度はコロナウイルスの感染症対策を講じながら、体育的行事を行っていきます。６月 17 日～６月 30
日の期間で体力・運動能力等の向上のための全小学生を対象とした体力テスト、また、６月 21 日より水泳
指導を実施します。水泳指導に関しましては、後日同意書の記入をお願いいたします。さしあたり、以下の
点についてご理解のほどよろしくお願いいたします。
○定期健康診断で指摘された点については、治療を済ませておいてください。
○水泳のある日の健康チェックをきちんと行い、水泳カードに記録してください。保護者による押印または
サインをもって、水泳指導への参加が認められます。お子様の健康状態をよく確認していただきますよう、
よろしくお願いします。
※用具忘れ、カード忘れ、記入もれ、押印（サイン）もれは、プールに入れませんのでご承知おきください。

