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1

金

スケジュール
都民の日 生活科見学（２年）
運動会係児童打合せ

渡部 SC

先日「馬込の月見まつり」の俳句コンテストの
2 土
表彰式を行いました。最優秀賞・優秀賞・入選と
５名の児童が表彰されました。友達の活躍を称え、 3 日
惜しみない拍手をする子供たちの姿はとても微笑
岩崎 SC
4 月 全校朝会 生活科見学（１年） 委員会活動
ましい光景でした。
5 火 移動教室前検診（６年）
長かった緊急事態宣言が解除され、何かほっと
6 水 ４時間授業（４年生のみ５時間授業、４年生のみ 14:30 下校）
した感じはありますが、まだまだコロナ禍収束の
見通しや今後の状況が不明であることが現状で
7 木 伊豆高原移動教室始（６年）
す。そんな中でも元気な様子で勉強や運動に取り
渡部 SC
8 金 伊豆高原移動教室終（６年）
組んでいる子供たちです。しかし、本心は何らか
の悩みや不安、やり場のない不満を抱えているこ
9 土
ともあります。また、不安な気持ちや心配事を周 10 日
囲に伝えられず困っている子供もいます。子供た
全校朝会 運動会全体練習（２、３、５年）
ちが少しでも不安や不満を和らげ、安心感を得ら 11 月
安全指導 教育実習始 運動会係児童打合せ
れる環境を作るのも、私たち大人の重要な役割で
す。東京都教育庁では９月、１月の１週間を「エ 12 火 運動会全体練習（１、４、６年）
ール・ウィーク」と位置付け、全ての教職員が一 13 水 水曜教室（３、４年）
丸となり、子供たちのありのままの姿を価値付け
るとともに、そのよさや努力、成長を見付け、子 14 木
供たちにエールを贈ろうという取り組みを実施し
運動会リハーサル 全体開会式後 13：30 下校
15 金
ました。
運動会前日準備（６年 ５校時）
渡部 SC
子供たちの言動には、自分では気付いていない 16 土 運動会（午前の部２、３、５年）（午後の部１、４、６年）
けれど何気なくやっている振る舞いが学級や学校
全体のためになっていることが多々あります。本 17 日
校の教員は子供たちのつぶやきや発想、困難なこ 18 月 振替休業日
とにも挑戦している姿などから、一人一人の良さ 19 火 全体閉会式 食育週間始
を見付けることがとても得意です。たくさん見付
20 水 水曜教室（５、６年）
岩崎 SC
けていますがその一部を紹介します。
・
「この勉強苦手だな。
」とつぶやいた児童に、周 21 木 読み聞かせ 縦割り遊び
囲の児童数名が「教えるから心配ないよ。
」と声を
委員会紹介集会 教育実習終 生活科見学予備日（２年）
掛けていた。
22 金
渡部SC
・友達の発表後「いいね。
」と明るく言った児童が
いた。その声に学級の皆が笑いさらに明るい雰囲 23 土
気になった。
24 日 食育週間終
・楽器を配付するとき「手伝いますよ。
」と言って、 25 月 全校朝会 クラブ活動
岩崎 SC
すすんで手伝ってくれた。
・算数の学習で何度も質問をしたり、友達からア
４時間授業 馬三タイム 校内研究授業（５－１）
ドバイスをもらったりして自力で解答しようと粘 26 火 PTA 会費集金日
５－１のみ１４：３０下校
り強く取り組んでいた。本人の「あ－。分かった！」
の声に、周囲の児童が大喜びをし、大きな拍手が 27 水 音楽朝会 避難訓練 水曜教室（３、４年）
PTA 会費集金日予備日
あがった。
・６年生がギャラリーで打ち合わせをしていたと 28 木 読み聞かせ お箸の教室（２年）
き、他学年の児童が静かに歩くことを意識して歩 29 金
渡部SC
いていた。
これからも子供たちが自分の可能性を自覚し、将 30 土
来に夢や希望をもって成長していける学校として 31 日
精進して参ります。どうぞ引き続きよろしくお願 ◎今年度のＰＴＡ会費は、１０月２６日（火）に会員の各御家
庭から 3000 円集金する予定です。御準備をお願い致します。
いいたします。

＜読書活動＞
図書主任 菅田 佳代
9 月 21 日は中秋の名月でした。その前の週に読書学習司書の飯塚さんが、それぞれの学年に応じて「お月見」
に関係する本の読み聞かせをしてくれました。教室でも「もうすぐお月見だ、お団子作らなくちゃ。
」
「すすきは、
どこにあるのかな。
」など、お月見を楽しみにしていました。お月見の翌朝には、
「すごくよく見えたよ。
」
「きれ
いだったよ。
」の報告もたくさんありました。
10 月は読書月間とされています。図書委員会では、学年に応じて「ブックイズ」を考え、図書室に掲示します。
クイズを解きながらいろいろな分野の本に興味をもってもらえることを期待しています。朝の時間を使った図書
委員による本の読み聞かせも計画しています。子供たちは、1 か月間「馬三読書の記録カード」に読んだ本を記録
していきます。運動会の練習も始まり、スポーツの秋でもありますが、秋の夜長は親子で読書をするのにもぴっ
たりです。家読（うちどく）に関するお知らせを御覧いただき、親子で読み聞かせをし合ったり、静かな読書の
時間をもったり、本と一緒に過ごす時間を楽しんでもらえることを願っています。

～運動会に向けて 各学年～
１年生 ジャンボリーミッキー
４年生 御神楽 馬三の舞
しゃくじょう
THE FIRST TAKE！
右手に扇子、左手に 錫 杖 を持ち、太鼓のリズムに合
入学して初めての運動会に挑戦します。カラー軍手
を身に着けて、曲に合わせて元気いっぱいに踊ります。
カウントをとってクラスごとに動いたり、オリジナル
の振り付けをしたりする部分もあります。成長した姿
を見せられるよう、練習を重ねています。かわいらし
いミッキーたちをぜひ御覧ください。
５０ｍ走では、ゴールをめがけて、最後までまっす
ぐ走り切ります。応援よろしくお願いします。

わせていくつかの型を組み合わせて踊ります。腰を落と
したポーズを互いに確かめたり、扇子の形が客席によく
見えるように回し方を工夫したりしました。また、夏休
みなど合間を見付けて自主的に励みました。
８０ｍ走では、カーブでスピードを落とさず、大きく
腕を振って走ることができるように頑張ります。応援よ
ろしくお願いします。

２年生 ＴＲＹ！フープ

沖縄の伝統芸能であるエイサーを踊ります。パーラン
クー（沖縄の太鼓）の迫力ある音で、見ている人を「チ
ムドンドン」
（心が高鳴る、ドキドキする）させられるよ
うに、そして馬込第三小学校や地域の方の健康を願い、
５年生全員で息を合わせた力強い演技を披露します。
１００m 走では、
「最後まで走り抜く」ことを目標に、
一人一人がそれぞれの力を出し切って走ります。

５年生 エイサー チムドンドン

２年生は、フラフープを使った表現に挑戦します。
曲のリズムに合わせてフラフープを回したり、跳んだ
り、ポーズを決めたりします。１２５人で動きを揃え
て踊れるように、気持ちもそろえて一生懸命練習して
います。一人一人が考えた創作ダンスも見どころの１
つです。
５０ｍ走では、しっかりと腕を振り、まっすぐ、ゴ ６年生 馬三ソーラン２０２１ ～絆～
ールまで全力で走り切れるように頑張ります。大きな
６年生は、２部構成で演技を行います。第１部は、ブ
拍手で、子供たちの頑張りへの応援をよろしくお願い リッジやバランス技など、一人技を組み合わせて演技し
します。
ます。友達と見合い、教え合いながら練習に取り組みま
３年生 明日もいい日になる！
した。第２部はソーラン節を踊ります。一つ一つの動き
３年生の今年のテーマは「応援」です。大きな旗で に指先まで意識を向けて、一体感をもって踊ります。体
馬三に元気を届けます。曲に合わせて、腕を大きく回 全体で表現する迫力ある演技が見どころです。１部、２
したり、校庭に音が響くように振ったりします。1 音目 部ともに、心の距離を近付けて、仲間とともに練習を重
から始まる手拍子、クラスごとに考えた創作ダンスに ねた６年生の絆に注目して御覧ください。
もぜひ御注目ください。
１００ｍ走も小学校生活の集大成として正々堂々、全
８０ｍ走では、初めての
力で取り組みます。
カーブをスピードを落とさ
今年度の運動会も感染予防のため２部制で行います。御観覧の
人数や時間に制限を設けさせていただいています。いつも子供た
ずに走ります。
ちや学校を応援してくださっている地域の皆様には大変申し訳
最後まで全力で走り抜けます。
なく思っております。また、保護者の皆様にも御不便をお掛けし
応援をよろしくお願いします。
ますが、どうぞ御了承、御協力をお願いします。

