
 

練三だより  

No.569 
令和４年７月２０日発行 

夏休み号 

練馬区立練馬第三小学校 
校長 城 﨑  真 

練馬区貫井 1-36-15 
TEL：03-3970-5641 

教育目標  あたたかな心をもつ  すすんで学ぶ  さいごまでやりぬく  つよいからだをつくる 

道徳地区公開講座を終えて 
副校長 飯島 美希子 

 先日９日（土）の道徳地区公開講座並びに学校公開では、ご来校ありがとうございました。 

さて、「道徳」から「道徳科」に変わったのは、いつの頃からなのでしょうか。国は、いじめ問題に対す

る提言をまとめました。後に文部科学省の下、小学校では、２０１８年度から特別の教科として位置付

けられ、実施されています。そのことにより、教科書が選定され、新たに評価も加わりました。 
 道徳科の授業では、主に読み物教材等を通して、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己

の生き方についての考えを深める学習が大切になります。この道徳科のねらいは「生き方についての考

えを深める」ことなのです。 
そのため、教師の問いに「どんな気持ちですか」「なぜですか」「どんなことを考えていたのでしょう」

と子供の気持ちを深める言葉が多いのです。例えば「雪道を少女がとぼとぼ歩いていた」から「どんな

ことを歩きながら考えていたのでしょう？」「その時の少女の思いは？」と問うことで、初めて少女の心

について考えるようになります。そして、子供の考えた発言やワークシートの思いを拾い、考えを分類

したり、深めたりしていきます。 
 ところで、全国の小学校には約２８万学級ありますが、そのうち４万４千学級は特別支援学級であり、

通常の学級には、発達障害の子供が約２～３人いると言われています。クラスの中にもいろいろな子供

がいます。黒板の文字が見えにくい子、じっと席に座ることが苦手な子、なわ跳びがうまく跳べない子、

などなど。そのような子供たちのことをクラスみんなで考え、話合い、協力する営みは、道徳教育の本

質です。一人一人に向けたまなざしは、自分自身の問題と捉え、向き合う機会となります。私たちは、

一人一人が輝く存在になるよう、子供たちにも考えさせていきたいと思います。道徳科の実践と学習や

生活全般の中の両面で、培っていきたいと思います。 
 今学期は、新型コロナウイルス感染症予防対策のため通常通りできなかった運動会から、保護者を招

いての２学年ごとの運動会となりました。また、水泳学習などの行事も保護者の方々のご理解・ご協力

のお陰で新しい形で、実施することができました。 
 これからも柔軟性、適応性をもち、教職員一同、子供たちの教育活動をよりよいものにしてまいりま

す。 
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〇学校だより改訂のお知らせ 

７月の合同校長会で区からより一層の働き方改革を行うようにと話がありました。そこで、年度途

中ではありますが、他校でも実施されてきている学年だよりを学校だよりに統一する改訂を９月号よ

り行いたいと思います。ご理解をよろしくお願いいたします。 
校長 城﨑 真 



夏休み中の行事等の予定
月 日

曜
日

日直 行事 夏季水泳指導 指導教員

21 木 綿引 夏季休業日始

22 金 日向

23 土 施設管理員 1回目 2回目 3回目 4回目

24 日 施設管理員
8:30受付始
　　　　～9:30

9:10受付始
　　　～10:30

10:10受付始
　　　～11:30

11:10受付始
　　　～12:30

25 月 深井 夏季水泳指導 １年１・２組 ２年１・２組 ３年１・２組 五十嵐 西澤 和智 河井

26 火 面屋 夏季水泳指導 ４年１組 ４年２組 ５年生 ６年生 磯部 日向 山川 中嶋 杉原

27 水 川田 夏季水泳指導 かしわ学級 １年２・３組 ２年２・３組 ３年２・３組 斉藤美 中山 飯田 天笠 芳賀

28 木 西澤 夏季水泳指導 ４年１組 ４年２組 ５年生 ６年生（検定） 川田 深井 藤田 島 河井

29 金 斉藤美 夏季水泳指導 かしわ学級 １年１・３組 ２年１・３組 ３年１・３組 綿引 齋藤拓 和智 中嶋 芳賀

30 土 施設管理員

31 日 施設管理員

1 月 天笠

2 火 和智

3 水 芳賀

4 木 中野

5 金 岡崎

6 土 施設管理員

7 日 施設管理員

8 月 村上

9 火 藤田

10 水 施設管理員 閉庁日

11 木 施設管理員

12 金 施設管理員 閉庁日

13 土 施設管理員

14 日 施設管理員

15 月 施設管理員 閉庁日

16 火 秋間

17 水 飯田

18 木 杉原

19 金 中山

20 土 施設管理員 1回目 2回目 3回目 4回目

21 日 施設管理員
8:30受付始
　　　　～9:30

9:10受付始
　　　～10:30

10:10受付始
　　　～11:30

11:10受付始
　　　～12:30

22 月 山川 夏季水泳指導 かしわ学級 １年１・２組 ２年１・２組 ３年１・２組 綿引 中山 飯田 中野 天笠

23 火 佐藤 夏季水泳指導 ４年１組 ４年２組 ５年生 ６年生 磯部 川田 日向 面屋 村上

24 水 齋藤拓 夏季水泳指導 １年２・３組 ２年２・３組 ３年２・３組 五十嵐 西澤 青柳 村上

25 木 小川 夏季水泳指導 ４年１組 ４年２組 ５年生 ６年生（検定） 深井 藤田 島 山川 杉原

26 金 五十嵐 夏季水泳指導 かしわ学級 １年１・３組 ２年１・３組 ３年１・３組 斉藤美 齋藤拓 青柳 面屋 中野

27 土 施設管理員

28 日 施設管理員

29 月 山崎

30 火 島

31 水 中嶋 夏季休業日終

7
月

8
月

〇夏季休業期間中に新型コロナウイルスに罹患した場合の対応について
お子さまが新型コロナウイルスに罹患したときは、学校（０３－３９７０－５６４１）に連絡してくださ

い。尚、以下の場合は提示した携帯電話への連絡となります。どうぞよろしくお願いします。

①土日・祝日 ②閉庁日の８月１０日（水）～１５日（月）→０８０－７２４９－４７９０

〇夏季休業中のタブレット等の故障について

夏季休業日中にタブレット等が故障したときは、学校へ連絡してください。故障の状況にもよりますが、

返却までに１週間以上かかります。夏休みの課題で、「ドリルパーク」が出ている学年は、返却まで、１学

期のドリル等に取り組ませてください。この場合は、取り組んだ課題をタブレットの課題に置き換えても構

いません。どうぞ、よろしくお願いいたします。

日直、指導教員は、変更される場合があります。
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