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教育目標「すすんで考えやりぬく子 心ゆたかでたくましい子 なかよく助け合う子」  

プラス思考    副校長 太田 直子

4 年生の教室の掲示板に今学期の目標が書かれたカードが貼られていました。その中に、ふと目をひ

かれる内容が書かれていました。ある女子児童が、今学期の目標に「なるべくプラス思考にする」とい

う内容を書いていたのです。「なんてすてきな目標だろう。きっと幸せな学校生活を自分で切り拓いて

いくに違いない。」と私は直感しました。4月 6日に全国の小学生が新入学、進級を経験しています。多

くの小学生がクラス分けや新しい先生と出会う経験をしています。わくわくと期待する気持ちと同時に

多少の不安や緊張も感じていたことでしょう。そんな複雑な気持ちの入り交じった 1ヶ月を過ごす中で、

新しい友達との出会いを喜び、新しい先生の良いところを見つけ、学校生活を楽しんで送ることができ

たら、きっとすばらしい一ヶ月になったに違いありません。このように「プラス思考」でとらえること

は大人も子供も豊かな人生を送るためにとても大切な思考法と感じます。「プラス思考」でとらえれば、

「失敗は成功のもと」「大は小を兼ねる」「人間万事塞翁が馬」などの言葉通りに、経験を次に活かす力

や相手の良いところをさがし、良好な人間関係を築くことができていくのではないかと思います。「プ

ラス思考」で子供たちが学校生活を楽しみながら過ごしていくことを願っています。 

さて、4月 24 日土曜公開のあった日の午後、本年度第一回の学校運営協議会が開かれました。 

左の表の方々が今年度の学校運営協議会の委員

です。 

学校運営協議会は、地域や保護者、学校が一緒に

なって子供たちをどのように育てていくか、学校の

課題にどのように対処していくかを協議していく

場です。様々なお立場やご経験をもとに多くの視点

からアイデアを出し合っていただき、共に高井戸第

三小学校を発展させていきたいと考えています。 

 

 

学校支援本部の本部長は昨年度に引き続き斎藤佳子さんにお願いするこ

ととなりました。「さんさんサポート」の活動もコロナの状況を見ながら行

っていきたいと考えています。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

            「たかさん教室について」        生活指導部 

「たかさん教室」は高井戸第三小学校の特別支援教室です。お子さんは普段自分のクラスの中で多く

の友達と関わりながら学んでいると思います。大きい集団の中での関わりであるからこそ学べることが

たくさんあると思います。しかし、子供たちは一人一人異なった困り感や課題を抱えていることがあり

ます。能力のアンバランスさやコミュニケーションの困難さから集団の中でつまずくことがあります。

そんな子供たちを週１～２時間、クラスから取り出させていただき、少ない人数のグループ学習や個別

学習で丁寧にコミュニケーション力や社会性を育てていく場が「たかさん教室」です。いつでもご相談

をお待ちしております。 

会長 屋敷 和佳 東京都市大学客員教授 

会長代理 神田 幹子 青少年育成委員会会長 

副会長 内田 祥士 東洋大学教授 

副会長 稲飯 早苗 稲飯音楽事務所主催 

会計 毛塚 薫子 学校支援本部 

広報 川上 忠 保護者 PTA 会長 

広報 井村 真 さくら野町会会長 

庶務 高田 藍子 PTA 内副 

庶務 成瀬 成子 学校支援本部 

杉並区立高井戸第三小学校 TEL 03(3302)0181 FAX 03(3302)6213 http://www.suginami-school.ed.jp/takaido3shou/ 
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よろしくお願いします  
 

 

今年度の校内研究について 

研究推進委員会 

昨年度は、「論理的思考を育む指導の工夫」の研究を進めていました。今年度は杉並区の研究課題で

もある「学びの構造転換」を通し、「一人一人が自ら学ぶ指導の工夫」を校内で研究していきます。 

今までの学習の形態から、児童が自ら学習課題を見つけ、その課題に向かって解決をしていく授業を

目指します。教員は各教科を横断的に捉え、思考ツールや道具を提示するとともに、児童の意欲を高め

る授業の展開を話し合い考えていきます。今年度は 6回の研究授業を実施し、学年ごとに授業を作り上

げ、学校全体で情報を共有し、児童の学ぶ力の向上を目指します。 

 

太田 直子 

 中野区立塔山小学校から赴任してまいりました。「お

はよう、副校長先生！」元気な挨拶から朝の高三小の

一日がさわやかに始まります。子供たちの素直さ、屈

託のない笑顔、輝く瞳に毎日癒やされています。すば

らしい学校だなあ、と心から感じています。地域や保

護者の皆様に支えられ、良き伝統が続くよう力を尽く

したいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

和田 栄 

大田区立矢口西小学校から赴任してきました。高三

で過ごし始めて約一か月ですが、出会う子供たちがみ

んな素直で、これから高三で一緒に過ごすのが一層楽

しみになりました。精一杯頑張りますので、よろしく

お願いします。 

服部 翔太 

 三鷹市立南浦小学校から異動してまいりました。元

気いっぱいの高三小の子供たちとたくさん学んだり遊

んだりしていきたいと思います。笑顔溢れる学校生

活・学級になるよう努めてまいります。どうぞよろし

くお願いします。 

熊谷 浩志 

今年度、3 年 2 組を担任することになった熊谷浩志で

す。教員生活 1 年目を明るく元気で素敵な高三小で迎

えることができ、とても嬉しく思っています。子ども

たちと共に成長できるよう一生懸命頑張っていきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

清川 千智 

 今年度 2 年 4 組を担任することになりました。素直

で元気いっぱいの高三小の子どもたちと共に日々を過

ごせることを大変嬉しく思います。子どもたちの笑顔

をエネルギーに精一杯頑張りますので、よろしくお願

いします。 

藤吉 愛理 

はじめまして。４年１組を担任することになりまし

た。 

新任のため、日々さまざまな驚きや発見が多く、また

子供たちの笑顔が眩しく感じております。子供たちが

切磋琢磨し学び合うことのできる学校生活を送れるよ

う精一杯頑張ります。宜しくお願いします。 

大林 千恵 

 今年度 2 年 1 組を担任することになりました。好奇

心旺盛で笑顔いっぱいの児童を見て毎日元気をもらっ

ています。児童が学校で出会う様々な経験を大切に、

また自分も一緒に成長できるように、共に学んでいけ

たらと思っております。よろしくお願いいたします。 

林 史美 

 ３月まで近くの下高井戸運動場で働いていたので、

お会いしたことのある方もいらっしゃるかと思いま

す。児童の皆さんや、先生方の明るいエネルギーに、

いつも元気をいただいています。どうぞよろしくお願

いします。 

宮﨑 真実理 

 この度、２年生、３年生、５年生の授業の一部を担

当させていただくことになりました。少しでも早く、

名前と顔を覚え、子供たちに負けないくらい元気に頑

張ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 



お世話になりました 
 

 

 

  

生活･保健･体育委員会 

新緑の美しい風薫る季節となりました。５月２２日（土）に体育参観を実施いたします。新鮮な気持ちで

始まった新学期。あっという間に１ヵ月が過ぎました。今年度も新型コロナウイルス感染蔓延防止の観点か

ら体育参観という形で実施いたします。今年度は、学年ごとに「表現」と「徒競走」を行います。日頃の体

育の学習や学習活動によって培われた技能や体力、態度などを見ていただく大変よい機会だと思います。ご

参観の程、よろしくお願いします。当日の時程は、以下の通りとなります。 

      ・午前の部   ９：００～１２：１５（２・１・３・４年生） 

      ・午後の部  １３：００～１４：４０（５・６年生）      

詳細につきましては、別紙をご参照ください。  

高橋 美恵子 

 この３年間、高三小に副校長として働くことができ、

とても幸せでした。高三小に関わるすべての人に、感

謝の気持ちを伝えます。本当にありがとうございまし

た。皆さまのご健康とご活躍を願っています。 

渡辺 美里 

高三小では、６年間お世話になりました。日々の生活

や行事を通して、子供たちが大きく成長していく姿に

いつも感動させられました。高三小の子供たちの元気

な笑顔が大好きです。ありがとうございました。 

山腰 勇貴 

 高三小には６年間お世話になりました。エネルギー

溢れる子供たちと触れ合いながら、自分自身も成長さ

せてもらえた、本当にあっという間の６年間でした。

保護者の皆様にもたくさん支えていただき、ありがと

うございました。高三小で過ごした日々は宝物です。

次の学校でも頑張ります。皆さんお元気で！！ 

岡田 邦彦 

 4 年間お世話になりました。私にとって、とても濃

密な 4 年間になりました。あいさつ上手な子供たち、

素直で純粋な子供たち、明るく話好きな子供たち、そ

んな高井戸第三小学校の子供たちが、とってもとって

も大好きでした。 

山田 絵里華 

 高三小では、4 年間お世話になりました。とてもす

てきな子供たちに囲まれて本当に幸せでした。また、

保護者の方や地域の方にも支えられ大変感謝しており

ます。すぐ近くの学校なので、またどこかでお会いで

きたらうれしいです。 

小山 朝子 

 昨年度いくつかのクラスのみなさんと学習しまし

た。高三小のみなさんは本当に優しい、明るくのびの

びしていて、思い出すだけで心が温まる子ばかりです。

もっといっしょにお勉強したかったのですが、転居で

難しくなってしまいました。遠くからですが、みなさ

んの成長をいのっています。 

森 享子 

2月から、2か月という大変短い間ではありましたが、

産休代替教員としてお世話になりました。高三小の子

供たちと過ごした日々は私にとってダイヤモンドで

す。保護者・地域の皆様、教職員の皆様には、感謝の

気持ちで一杯です。どうもありがとうございました。 

山田 咲乃 

 三年間お世話になりました。児童の皆さんの日々成

長する姿に元気を頂き、楽しく過ごした三年間でした。

ありがとうございました。 

竹澤 清司 

 主事の竹澤です。高三小で過ごした 19 か月間余り、

短い間でしたがお世話になりました。教職員の皆様、

そして何より児童の皆さんに恵まれ、充実した日々を

過ごさせて頂きました。本当にありがとうございまし

た。 

岩間 和子 

 作業をしていて、歩み寄り挨拶をしてくれたり一生

懸命話をしてくれたりする子供たちが可愛くて仕方あ

りませんでした。教職員の皆様が温かく、高三で仕事

をさせて頂いた事に感謝しております。本当にありが

とうございました。 

小川 和訓 

 高井戸第三小学校で過ごした５年間は、とても楽し

かったです。沢山の笑顔をありがとう！新しい学校で

も皆さんに負けないように全力で頑張ります。またど

こかで会えることを楽しみにしています。皆さんの活

躍を期待しています。 

体育参観 



 

1 土 13:00-17:00

2 日
10:00-12:00

13:00-17:00

3 月 憲法記念日
10:00-12:00

13:00-17:00

4 火 みどりの日
10:00-12:00

13:00-17:00

5 水 こどもの日
10:00-12:00

13:00-17:00

6 木 開校記念日
10:00-12:00

13:00-17:00

7 金 遊 A5

8 土 13:00-17:00

9 日
10:00-12:00

13:00-17:00

10 月 朝 委員会活動５月

11 火 安 内科（１・６）

12 水 基 A4　　避難訓練地区班別集団下校　　区特定課題調査（３～６）　聴力（１） 14:30-17:00

13 木 基 木５開始（１）　耳鼻科（１・４・６）

14 金 遊 眼科（１・２・４）

15 土 13:30-17:00

16 日
10:00-12:00

13:00-17:00

17 月 朝 尿検査１次

18 火 読 B6　心臓検診（１）　尿検査（１次追加）

19 水 基 14:30-17:00

20 木 基 移動プラネタリウム345h（４）

21 金 遊 A5

22 土 学 B6　体育参観 13:00-17:00

23 日 体育参観予備日①
10:00-12:00

13:00-17:00

24 月 振替休業日
10:00-12:00

13:00-17:00

25 火 朝 体育参観予備日②

26 水 集 14:30-17:00

27 木 基 全国学力調査（６）　　歯科（１・４・６）

28 金 遊

29 土 13:00-17:00

30 日
10:00-12:00

13:00-17:00

31 月 朝 A4　体力調査始　個人面談

ご用の場合は、予めご連絡を頂くと助かります。（スクールカウンセラー直通  tel：3302-0265）

※スクールカウンセラー在校日は変更になる場合がございます。　　（原則　火曜：山口　木曜：金)

校庭開放日 曜 朝 学　校　行　事

･･･スクールカウンセラー来校SC

SC

SC

SC

SC

SC

体育参観日は、

校庭開放なし


