
教育は愛である 

校長 加納 直樹 

新年度が始まり、１か月が経ち、子供たちも入学、進級した学年の新しい

生活に慣れてきたように感じています。それは、朝の登校時間に私と挨拶を

かわす子供たちの表情や様子からも感じられます。特に１年生は、入学当初

緊張気味で硬い表情でしたが、だんだん学校生活に慣れて、にこやかな顔で

登校するようになりました。４月の２週目は嘔吐・下痢・発熱など体調   

不良で欠席する児童が多く大変心配しましたが、現在はどの学級の児童も元気いっぱいです。 

 

さて、三谷小学校に今年度校長として着任した私ですが、これまで３つの教育理念を大切にして

教育を進めてまいりました。その精神を三谷小学校の児童・教職員にも積極的に伝えていきたいと

考えています。  

 

その一つは、「教育は愛である」ということです。教育は一人一人の児童の価値あるものを引出す

意図的な営みです。だからこそ、児童の成長に寄り添い、児童の心の中の美しいものを信じ、素敵

な自分をもっていることを気付かせていきます。  

また、人は決して孤立して生きられるわけではありません。助け合いの感情や行動を育み、いた

わりや優しさ、他人の痛みを感じる感性を培い、「ありがとう」の言葉を心から言えることを本校

教育の根幹にしたいと考えます。  

 

第二は、「強い自己の確立を目指す」ことです。児童の自立を目指し、認め励ますと共に、甘えを

排除し、行動の意味を理解させて育てることが大切です。そのためには、心の強さをもち、つまず

いても、「もう一度やってみよう」という自己を確立させる必要があります。  

同時に、ルールの徹底を図り、学び高め合うための規律を理解させ、そのことによる達成感をも

たせたいと考えます。  

 

第三に、「豊かな言葉の力をもつ」ということです。２１世紀を生きる子供たちにとって、コミュニ

ケーション能力や理解し合うためのプレゼン能力をもつことは極めて重要です。全教育活動を通し

て、豊かな言語力を培い、相互の思いや考えを伝え合う力の育成が喫緊の課題です。特に、その基

盤となる言語活動に力を入れていきたいと考えています。  

 

保護者・地域の皆様の温かいご支援ご協力をいただき、

教職員一同愛情いっぱいに、誠心誠意、児童の育成に全力

で努めてまいります。この一年、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 
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校庭で元気に運動する子供たち  

 

先生たちも一緒に遊んでいます 



～今年度の校内研究について～ 

 

 校内で研究会を月に 1 回程度設定し、教員

の指導力の向上、教材の研究に努めています。

「校内研究」と呼ばれるものです。平成２９

年度は「様々な運動にすすんで取り組む児童

の育成 ～児童が自信をもてる授業づくりを

通して～」という主題を設け、子供たちがす

すんで運動に取り組んだり、自分の健康につ

いて考えたりできるような体育科の授業づく

りについて研究を進めて参りました。 

今年度は「基礎的・基本的な知識や技能を

身に付け、すすんで生活に生かそうとする児童の育成 ～課題を解決する楽しさ・喜びを

味わえる体育科授業の工夫を通して～」を主題とし、引き続き、体育科の授業づくりを中心に研

究を進めて参ります。 

 三谷小学校では、生活時程の中に、２０分間の「中休み」の時間と１０分間の「昼休み」の時間を

設け、いずれにおいても、「外で遊ぶこと」を学校のきまりとして位置付けています。また、朝遊びの

時間や放課後遊びの時間を設け、子供たちが自由に体を動かすことができる時間を積極的に確

保するなど、運動を通した健康づくりを奨励してきました。 

  

このことにより、「東京都児童・生徒体力・運動能力、

生活・運動習慣等調査」における「運動やスポーツ

をどのくらいしていますか。」という質問項目に対し

て、「ほとんど毎日運動している。」と回答した児童

が、平成２８、２９年度のいずれにおいても、全ての

学年で都や区の平均を大きく上回る結果となりまし

た。この結果から、本校の子供たちは、日常的にス

ポーツや運動に取り組む頻度が高いと言えます。 

 また、昨年度実施した本校独自調査「体育科授

業アンケート」では、「体育の授業が好きである」

「体育の授業にすすんで取り組んでいる」と回答した

子が、全ての学年で９割を超える結果となったことか

ら、子供たちは、高い意欲をもって、日々の体育の授

業に取り組んでいることが分かります。 

 一方で、先の「東京都児童・生徒体力・運動能力、

生活・運動習慣等調査」における各種目の結果【（T

スコア）東京都、杉並区それぞれを５０とした時の、本

校の偏差値】に目を向けると、平成２８、２９年度のい

ずれにおいても、都や区と同等、あるいは下回って

いる種目がどの学年でも多く見られました。 



 

以上のことから、子供たちの運動についての実態として、「生活の中で運動する時間や機会が

多くあり、ほとんどの子が、体育科授業など、体を動かすことに対して、高い意欲をもっ

ているが、その一方で、体力・運動能力の向上は図れていない。」ことが伺えます。 

  

そこで、今年度校内研究を進めていくうえで、

「子供たちの運動に対する意欲や日々の運動経

験を、体力や運動能力の向上へとつなげていく

こと」が、本校の課題であると捉えました。 

 では、どうしたら、子供たちの運動に対する意欲

や日々の運動経験を、体力・運動能力の向上へと

つなげていけるのでしょうか。それにはまず、子供

たちが日々重ねている運動経験が、体力や運動

能力を向上させていくために、意味のあるもの

でなくてはならないと考えました。 

  

ただ毎日がむしゃらに走り続ければ速く走れるよう

になるかというと、必ずしもそうではありません。速く走

るためには、足の運び方や腕の振り方といった正し

い知識を身に付ける必要があります。ただ、正しい知

識を身に付けたからといって、速く走れるかというと、

そうではありません。知識を技能へとつなげていくこと

で、「走力」は高まっていきます。そのためには、正し

い指導のもと、効果的な練習を重ねていく必要があり

ます。この正しい知識や技能を身に付けさせていく

場こそが、授業であると考えます。 

 

つまり、子供たちの運動に対する意欲や日々の運動

経験を、体力や運動能力の向上へとつなげていくため

には、「体育科の授業を通して、基礎的・基本的な

知識や技能を身に付けさせること」が重要であると

考えました。 

 ４月に開催した第１回目の校内研究会では、全員

で研究の方針を確認し、共通理解をもちながら研究

を進めていけるようにしました。子供たちが体育科

の授業を通して、運動の楽しさや健康について考え

ることの大切さを実感していけるよう、努めてまいります。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年 76名、2年 89名、3年 87名、4年 92名、5年 105名、6年 78名 計 527名でのスタートです。 

4月6日（木）始業式…新しい出会い 

4月１３日（金） １年生を迎える会 

4月 6日（木）入学式：歓迎の催し物 

「ようこそ！三谷小学校へ！」 

4月 6日（木）６年生が大活躍！ 

１年生を優しく迎えてくれました。 

６年生と手をつなぎ、大きな拍手に 

迎えられながら入場しました。 

代表委員の６年生による 

歓迎の言葉 

１年生は、一人ずつ、元気いっぱい 

自分の名前を紹介することができ 

ました！ 

４月２０日（金）運動タイム 

 

１年：体育授業の様子 

 

４月２３日（月）１年：交通安全教室 

 

４月２１日（土）土曜授業の様子 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

素直で人懐っこい子供たちに囲まれて、思い

出に残る担任生活を送ることができました。ま

た、保護者・地域の皆様の温かいご支援をいた

だきながら、安心して教育活動に取り組ませて

いただいた５年間でもありました。本当にあり

がとうございました。  

               高松 由貴 

 

三谷小学校では、５年間お世話になりました。

図工室では、元気でパワーあふれる子供たちと

表現活動ができました。毎回どんなものができ

るか楽しみでした。ありがとうございました。 

図工 平井淳子 

 

３年間お世話になりました。素直で優しい三

谷小の子供たちと過ごせて、とても幸せでした。

おいしい給食をたくさん食べて、大きく、元気

に成長してくださいね。 

谷 奈穂子 

 

６年間、三谷のかわいい子供たちとたくさん

歌ってたくさん演奏して、とても幸せな時間を

過ごさせていただきました。みんなの笑顔とす

てきな音楽から、いっぱい元気をもらっていま

した。本当にありがとうございました。これか

らも三谷小に笑顔と音楽があふれますよう

に！  

音楽 近江ちひろ 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年間という短い間でしたが、素直でかわい

い子供たちと過ごせた日々を忘れません。たく

さんの行事と共に成長していく子供たちが、こ

れからも三谷小を大好きな場所として日々を

送っていくことを願っています。 

               武井 聡子   

 

運動会や音読発表会など、三谷小学校の子供

たちとたくさんの思い出をつくることができ

ました。また、保護者や地域の皆様には大変お

世話になりました。半年間ありがとうございま

した。      

松元 晃 

 

純粋で優しい子供たちと明るい教職員の皆

様と温かい支援本部をはじめとする地域の皆

様のおかげで、大変幸せな１年間でした。あり

がとうございます。どこにいても、三谷小学校

の発展を心からお祈りしています。 

学校司書 榊 典子 

 

２年間という短い間でしたが、明るく元気な

子供たちと楽しく充実した日々を過ごすこと

ができました。感謝の気持ちでいっぱいです。

保護者の皆様、地域の皆様、お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

学習支援教員 小嶋 早苗 

 

三谷小は、春には桜、秋には銀杏と四季を感

じることの出来る素敵な学校でした。皆さんが

大切に育てた野菜や米で作られた収穫祭の給

食も、忘れられない思い出です。３年間、お世

話になり有難うございました。 

事務嘱託員 舟越 由子 

 

ありがとうございました 
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目黒区立東山小学校から参りました加賀田

由美です。いつも元気いっぱいに外遊びをし

ている子供たちを見て、三谷小学校がとても

気に入りました。新しい学校、新しい地域に

早く慣れて、『チーム SANYA』の一員とし

て頑張っていきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。                                  

加賀田 由美 

 

西東京市立 谷戸第二小学校から参りまし

た梅井洋子です。毎朝、はつらつとした挨拶

をする子供たちから、たくさん元気をもらっ

ています。優しく素直な子供たちと共に、様々

なことにチャレンジしていきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

              梅井 洋子 

                       

 

 笑顔がいいね。三谷小学校     

府中市立小柳小学校からまいりました鐵由

江です。三谷小学校の周辺の自然と元気いっ

ぱいの子ども達に日々癒されています。休み

時間は校庭で遊び、授業の時は一生懸命に学

習に取り組む、そんなメリハリのある子供た

ちと学校生活が送れてとても幸せです。どう

ぞよろしくお願いします。 

図工 鐵 由江 

 

 

小平市立小平第十四小学校から異動して参

りました。笑顔いっぱいの子供たち。緑に囲

まれた校庭。美味しい給食。魅力いっぱいの

三谷小学校の音楽専科として、授業はもちろ

ん、何事にも子供たちに寄り添って取り組ん

でいきます。保護者・地域の皆様、よろしく

お願いいたします。 

音楽 関 淳二 

 

 

 

 

 

 

東村山市立富士見小学校より参りました。

三谷小の子は、元気よく「おはようございま

す！」とあいさつのできる子供たちが多く、

毎朝気持ちの良いスタートがきれています。

学年やクラスに関係なく、たくさんの子供た

ちとコミュニケーションをとって仲良くして

いきたいと思っています。よろしくお願いし

ます。 

磯ヶ谷 光里 

 

今年度より三谷小学校に参りました寺本で

す。三谷小の子供たちは元気で、いつも素敵

な笑顔を見せてくれています。たくさん勉強

したり、思いっきり遊んだりして、いっしょ

に楽しい学校生活を送っていきましょう。よ

ろしくお願いします。 

               寺本 匠 

 

この 4月から１年生を担当させていただいて

います。緑に囲まれ明るい学校、積極的なあ

いさつができる明るい子供たち。素敵な学校

だなと感じています。一生懸命頑張ります。

よろしくお願いいたします。 

                乘金郁子 

                        

杉並区立八成小学校から来ました。さんや

教室の担任です。様々な個性をもった三谷小

学校の子供たち全員が、学校生活を笑顔で過

ごせるように。全校を回って仕事をしていま

す。よろしくお願いします。 

城石 敬士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします 



八成小学校から異動してきました。さんや

教室の担当をします。三谷小学校のみんなが

楽しんで学校生活を過ごすことができるよう

に、みんなと一緒に学んだり遊んだりしたい

と思います。 

          佐谷 修 

 

区内の西田小学校から参りました箱﨑宏史

です。休み時間多くの児童が外で遊び、給食

をたくさん食べる姿を見て、爽やかで元気な

学校だなと思いました。私も体を動かすこと

や食べることが大好きです。どうぞよろしく

お願いいたします。 

箱崎 博史 

 

世田谷区立瀬田小学校から参りました。元

気で明るい三谷小学校の子供たちはとても素

敵です。そんな三谷小の楽しみは国産の材料

で作られたおいしい給食です。子供たちが個

性豊かに輝けるようがんばっていきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

           家庭科 桑名 順子 

 

これまで学校運営協議会と支援本部の一員

として関わって参りました。今年度から「さ

んや教室」の専門員として、子供たちが個性

豊かに楽しく学校生活を送れるよう微力なが

ら頑張って参ります。どうぞ、よろしくお願

いします。 

              甲元 葉子 

                             

西東京市立上向台小学校から参りました。

１か月がたち、三谷小学校にも慣れました。

子供たちが生き生きと学校生活を送っている

姿に心打たれます。３～６年生の算数を担当

しています。どうぞよろしくお願いいたしま

す。                 

大野 太郎 

 

 

 

 

 

 となりの桃井第四小学校からきた、学校司

書の笹本京子です。本好きな子、本を使える

子を増やし、学校図書館は楽しいところだと

思ってもらえるように頑張ります。図書室で

お待ちしているので、ぜひいらしてください。 

笹本 京子 

 

今年度の 4月から三谷小学校の事務として

皆様のお仲間にいれていただいた小山と申し

ます。休み時間に校庭に出て元気に遊ぶ子供

たちの姿を見られて嬉しく思います。そんな

子供たちが学校生活を安心して送れるようお

手伝いをさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

               小山 稚子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

※ SC … スクールカウンセラー来校日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 学 校 行 事 

１ 火 
遠足１年 消防写生会２年 

松花堂弁当 4 年 

２ 水 視力検査１年  全校ＩＣＴ公開授業 

３ 木 憲法記念日 

４ 金 みどりの日 

５ 土 こどもの日 

６ 日 開校記念日  

７ 月 児童朝会 委員会活動 １年遠足予備日                   

８ 火 区特定課題調査３～６年 

９ 水 
遠足 3 年 クラブ活動 松花堂弁当 2 年 

ラグビー授業（4-1,4-2） 

10 木 

避難訓練 内科検診（１・４年） 

尿検査配布（全学年） 

弓ヶ浜移動教室説明会６年     SC 

11 金 口腔保健指導１年 尿検査回収（全学年） 

14 月 児童朝会 聴力検査５年 

15 火 ２年遠足 聴力検査 3 年 松花堂弁当６年 

16 水 消防署見学 4 年 聴力検査２年 

17 木 
１年５時間授業開始          

ラグビー授業（4-3、6-1）     SC 

18 金 

心臓検診１年他  ３年遠足予備日  

脊柱測弯・移動教室前検診 5 年 

全校５時間授業 

21 月 
児童朝会（学年・学級）   

富士学園移動教室 5 年  

22 火 

アイマスク・車いす体験 4 年 

富士学園移動教室 5 年 

聴力検査１年  ラグビー授業（6-2,6-3） 

23 水 富士学園移動教室 5 年 松花堂弁当 3 年 

24 木 
眼科検診（全学年） 水曜時程 

自転車安全利用講習会３年     SC 

25 金 
児童集会  移動式プラネタリウム４年 

耳鼻科検診（全学年） 全校５時間授業           

26 土 

土曜授業 健康教育デー  

体力調査（全学年） 保健授業 3～6 年 

薬物乱用防止講習 6 年  弁当給食 

5 時間授業１・２年 6 時間授業 3～6 年 

28 月 振替休業日 

29 火 
読み聞かせ 朝読書 月曜時間割 

尿検査２次回収 月曜時間割 

30 水 
校内研究授業（２年３組） 

※他の学年学級は給食後下校となります。            

31 木 言葉の学習 

５月の生活目標 

○ 力を合わせて 

係や当番の仕事をしましょう 

新年度が始まって１カ月が経ちました。各学級で

は、新しい係や当番が既にスタートし、子供たちは

張り切って仕事をしています。各学級で給食、清掃

当番などの他に、高学年では委員会活動、６年生は

１年生の世話など、学級の枠を越え、学校のために

力を尽くしている子供たちもいます。入学式で使用

した椅子も、６年生が出して並べてくれました。一

人一人が自分の役割を確実に行うことで、学校全体

の生活がスムーズに進んでいきます。自分が「学級

や学校の一員である」「学級や学校の役に立ってい

る」という気持ちをもって学校生活を送ることがで

きるように、今後も指導していきます。 

４月の生活目標は、「きまりよい生活をしよう」

でした。学校でのきまりをきちんと守れたでしょう

か。新しい生活目標に向けて取り組むことも大切で

すが、それと同時に、振り返りも大切です。家庭で

も、持ち物やきまりの再確認をしていただきたいと

考えます。 

５月は「自転車月間」です。連休中に、自転車で

出かけることも多いと思います。家庭で再度、交通

ルールや自転車の乗り方などについて確認してく

ださい。 

～例～  

・自転車で出かける前に、自転車の点検をしましょ

う。 

・ヘルメットをかぶりましょう。 

・交差点などでは、止まって左右の安全を確かめま

しょう。 

 

学校運営協議会 

日時：５月２日（火）１８：００～ 

議題：教育課程の説明 意見交換 

 

 

  

自転車安全利用五則 
 

１  自転車は、車道が原則 歩道は例外 

２  車道は左側を通行 

３  歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４  安全ルールを守る 

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

・夜間はライトを点灯交差点での信号順守と 

一時停止・安全確認 

５  子どもはヘルメットを着用 

  ５月 学 校 行 事 


