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新しい年を迎えて

・進んであいさつをする
・正しい言葉づかいをする
・物を大切にする

〈１月行事予定〉
校長

東山 良彦

日 曜

スケジュール

時程

平成最後の年が明けました。本年５月から始ま

1

火

る新元号元年は、本校開校８０周年の記念すべき
年に当たります。これまでの本校の歴史と伝統を

2

水

3

木

大切にしながら、本年も全職員が心を一つにし
て、学校運営に取り組みます。よろしくお願いい
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金

5

土

たします。
冬休みの間は静かだった学校に子供たちの元
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日

7

月

気な声が戻ってきました。３学期は、年度のまと
めをするとともに、これまでの教育活動を振り返
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火

9

水

B 給食始
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木

B 外国語活動・英語カフェ

11

金

12

土

13

日

新春餅つき大会

14

月

成人の日

15

火

測定（５年） 校内書初め展始 委員会

16

水

ただきました。防犯に関すること、トイレを含む
校内環境のこと、学校からの発信に関すること、
教職員の対応についてのこと、子供たちの言葉遣
い・挨拶・登下校のマナーなど。中には「置き勉」
や熱中症対策やペーパーレス化など、時代に合っ
た御指摘・御提案もありました。また、行事後の
アンケートからも対応を考えています。たとえ
ば、運動会の優先学年アナウンスや学芸会の土足
入場など、ある程度の効果が見られた対応策もあ
れば、学芸会の優先席などは十分機能せず、課題
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木

B５ 測定（３年） 外国語活動・英語カフェ

18

金

B５ 測定（２年） 外国語活動・英語カフェ
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土

20

日

21

月

測定（１年） クラブ活動

22

火

たてわり班遊び

23

水

24

木

避難訓練（（地震火災）

25

金

そろばん教室（３年） 校内書初め展終
親子情報モラル教室

が残りました。プラス面もマイナス面も含めて、
いろいろな角度から見ていただいたことを一つ
一つ真摯に受け止め、よりよい馬込第三小学校に
していくために、全職員で知恵を絞って改善策を
練っていきます。
本校の職員は「子供たちのために」を念頭に置
いて前向きに取り組んでいます。保護者や地域の
皆様の御協力を得ながら取組を進めていきたい
と考えています。保護者・地域の皆様には、厳し
く、温かく見守っていただけるとありがたく思い
ます。今年も「チーム馬三」を、どうぞよろしく
お願いいたします。
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土

27

日

28

月

外国語活動・英語カフェ クラブ活動

29

火

国際理解授業（４年） そろばん教室（３年）

30

水

B４ 水曜教室（４年） そろばん教室（３年）

31

木

B５ 外国語活動・英語カフェ 七輪体験（３年）

り、新年度の計画を立てる時期でもあります。そ
のため、２学期末には保護者の皆様と子供たちに
アンケートをお願いしました。お忙しい中御協力
いただき、ありがとうございました。約７３％の
保護者の方から御回答をいただきました。現在結
果集計中です。保護者の皆様には、集計結果をな
るべく早くお配りする予定でいます。
保護者の皆様からは多くの貴重な御意見をい

B4 始業式 書き初め 安全指導

外国語活動・英語カフェ 測定（６年）
ブラインドサッカー（４年）
小学校連合書写展
B3 土曜授業 土曜教室・カウンセリング

B 測定（４年）

茶道教室 大田区ものづくり教育学習フォーラム

B 水曜教室（５年） 昔遊びの会（２年）

☆B 時程は通常の A 時程よりも下校時間が早まります。B3
は 11:30 下校

B４は 13：05 下校

B５は 14：05 下校です。

◎放課後に校庭で遊ぶ時は、
「馬込第三放課後ひろば」に事前登
録(無料)が必要です。本校内、放課後ひろばで登録を受け付けて
います。詳しくは電話でご確認ください。(3775-4000)

＜元気アップタイム＞
体力向上部
馬三小では、毎週火曜日に元気アップタイム
として、５分間走に取り組んでいます。今年度
の夏は例年にない猛暑で、実施を見合わせるこ
ともありました。それでも春先からの積み重ね
により、子供たちの体力は着実に向上していま
す。持久走月間でも、ペースを守り、軽快に走
っている姿が見られました。引き続き、今年も
児童の体力向上に取り組んでいきます。

＜馬三インフォメーション＞
★13 日(日) 新春餅つき大会
受付時間 低学年(1 年～3 年)10:30～
高学年(4 年～6 年)11:00～
※詳細は 12/7 付「新春餅つき大会開催のお知らせ」を
御確認ください。(PTA からのお知らせで家庭数配布済)

★19 日(土) 第６回茶道教室
11 日(金)～18 日(金)小学校連合書写展(池上会館)
19 日(土) ものづくり教育学習フォーラム
9:00～16:00（大田区産業プラザ PiO）
3 年生代表者の社会科新聞を展示発表をしています。

～

２年生

二学きがんばったこと
1組
わたしが、二学きにがんばっ
たことは九九です。さいしょ九
九の言い方が少ししか分かり
ませんでした。でも、言い方を
おぼえたので、言えるようにな
りました。今はもうばっちりで
す。

学げい会
1組
わたしは、学げい会をがんば
りました。はじめのれんしゅう
のときは、間をあけられなかっ
たし声も出せませんでした。け
れど、れんしゅうを何回もやっ
て上手になれました。きんちょ
うしたけど、がんばれました。

かけ算
2組
ぼくは、算数のかけ算をがん
ばりました。ぼくは７のだんが
にがてでした。けいさんカード
で何回もれんしゅうしました。
１０びょうで何回できるかち
ょうせんもしました。かけざん
しけんにごうかくしました。

学校生活（２学期を振り返って）
じきゅうそう
2組
じきゅうそうしゅうかんで
は、走ってばかりでたいへんで
した。でも、走るペースがなれ
てきました。1 年生の時は、さ
いこうきろく８しゅうでした。
2 年生では、きろくをこうしん
できるようにがんばりました。

おにごっこ
３組
ぼくは、おにごっこが大すき
です。どうしてかというと、友
だちをタッチできるとうれし
いからです。その中でも、こお
りおにが一番すきです。三学き
も友だちとなかよくおにごっ
こをしてあそびたいです。

さん数
３組
ぼくは、さん数がにが手で
す。だから、学校でもお家でも
一生けんめいかけざん九九の
れんしゅうをしました。たくさ
んれんしゅうをしたらだんだ
んできるようになって、せいか
が出たなと思いました。

～

あやとび
4組
ぼくは、あやとびを 9 月のと
きは、10 回ぐらいしかとべま
せんでした。くやしくて、いっ
ぱいれんしゅうしました。今
は、30 回もとべるようになり
ました。もっとれんしゅうしつ
づけて、目ひょうは、１００回
とべるようになりたいです。
九九
4組
わたしは、九九をがんばりま
した。九九をおぼえるために、
毎日、れんしゅうをしました。
れんしゅうのしかたは、おふろ
でれんしゅうしました。このれ
んしゅうのおかげで９のだん
まで合かくしました。合かくで
きて、うれしかったです。

