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〈２月行事予定〉

次に生かせる失敗が大切
副校長

伊東 瑞穂

先月の餅つき大会は、御担当の PTA 方をはじ
め、多数の保護者の皆様、馬込第三小学校同窓
会の皆様、そして地域の皆様の多大なる御協力
をいただきまして、盛大な餅つき大会を無事に
開催、終了することができました。皆様、どう
もありがとうございました。子供たちが皆様の
大きな「よいしょ。」の掛け声で、重いきねを
振り上げお餅をつけたことはとても貴重な経
験の一つになっています。心より御礼申し上げ
ます。御協力どうもありがとうございました。
先日、ある学級の給食指導（準備時間）の様
子で「子供ってすごいな。」とつくづく思わさ
れた出来事がありました。各自給食を準備して
席に座って待っています。そんな中、一人一人
に何か声を掛けている児童が一人いました。何
をしているのかな。と思いしばらく注視して様
子を見ていると「真ん中に置いて。」と声を掛
けています。益々目が離せません。どうやら給
食のトレイを机の真ん中にきちんと置くよう
に声掛けをして回っているのです。「給食係な
のかな。トレイを置く位置にも気を配るとはさ
すがだな。」と勝手に納得したのですが、そこ
で私はある別の出来事を思い出しました。実は
この児童は、前日に誤って食器を割ってしまっ
たと、職員室にいた栄養士に報告に来ていた児
童でした。その時は、泣きながら栄養士に割れ
たいきさつを話していました。栄養士が「泣か
なくてもいいよ。けがはなかった。けががなく
てよかった。明日から机の真ん中に置くといい
ね。」と声を掛けていました。実際にその児童
に「どうしてトレイを真ん中におくの。」と聞
いたら「机の端だと手が当たって食器が壊れる
から。真ん中だと当たらないから。みんなに言
ってる。」と教えてくれました。この児童は昨
日の失敗と同じ事が起こらないよう自分だけ
でなく周囲にも伝え、失敗を繰り返さない環境
を整えようとしていたのです。また、自分の失
敗経験を反省だけで終わらせず、しっかり生か
して次につないでいる言動にも驚かされまし
た。 人は日々の生活で失敗をするのは当然で
す。まして経験の少ない子供ほど失敗をしま
す。しかし失敗にも経験してよい失敗と必要の
無い失敗があります。必要の無い失敗はしない
環境を整える責任が大人にはあります。また、
失敗を次に生かせるように指導・助言をするこ
とも大人の役目です。引き続き、御家庭と地域
と学校で連携して子供たちの成長を見守って
いきたいと思います。

・物を大切にする

日 曜

スケジュール

時程

1

金

外国語活動・英語カフェ

2

土

3

日

4

月

外国語活動・英語カフェ 委員会

5

火

安全指導 七輪体験（３年）

6

水

7

木

外国語活動・英語カフェ 新１年生保護者会１４：３０

8

金

外国語活動・英語カフェ たてわり班遊び

9

土

学校公開（体育・健康教育授業地区公開講座）
講演：全学年 実技体験５・６年
土曜教室・カウンセリング

10

日

11

月

12

火

13

水

14

木

外国語活動・英語カフェ
学校保健委員会１３：３０～１４：４５

15

金

区漢字検定 外国語活動・英語カフェ
ｵﾘﾊﾟﾗ教育「日本の伝統文化を学ぼう」（３年）
保護者会（６年）

16

土

17

日

18

月

外国語活動・英語カフェ クラブ発表

19

火

おもしろ理科教室（6年）

20

水

B 水曜教室（５年）

21

木

B 外国語活動・英語カフェ 避難訓練（Jアラート）

22

金

23

土

24

日

25

月

外国語活動・英語カフェ クラブ見学（３年）

26

火

社会科見学（６年）

27

水

28

木

外国語活動・英語カフェ
６年生を送る会 お別れ給食

3月1日

金

開校記念日

B 水曜教室（３年）

建国記念の日
A4
B 水曜教室（６年）

薬物乱用防止教室（６年５校時）

B 新１年学校体験（１年） 水曜教室（４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)

＜外国語活動＞

＜馬三インフォメーション＞

外国語活動主任
７日（木）
２０２０年度には、現在５・６年生が学んでいる 〇新１年生保護者会（体育館） 受付 14:30～
「外国語活動」が、教科としての「外国語」が始ま
９日（土）
ります。今は、その移行期間にあたり、年間で１・ 〇学校公開「体育・健康教育授業地区公開講座」
２年生は８時間の大田区外国語活動、３・４年生は
ｵﾘﾊﾟﾗ教育 「夢・未来プロジェクト」
３５時間、５・６年生は５０時間の外国語活動を行 〇地域教育連絡協議会（校長室）13:30～
っています。外国語活動では、外国語指導員と一緒 １３日（水）
に、外国語によって聞くこと、話すことの言語活動 〇おおたの研究発表会（池上会館）14:00～
を通して、コミュニケーションを図る素地となる資 １４日（木）
質・能力の育成を目指しています。
〇学校保健委員会（会議室）13:30～

～

４年生 クラブ活動

～

＜1 組＞

＜2 組＞

＜３組＞

私は手芸クラブです。あみ物や
ぬい物をします。クラブでのいい
ところは、自分のやりたいことに
集中できることです。時間がたつ
につれ、集中が深まります。

ぼくが科学クラブでやった実
験で一番楽しかったことは、アイ
スクリームを作ったことです。作
る時にバニラエッセンスを使っ
たことは想ぞうがついたけど、塩
を入れたのは意外でした。意外な
ことが知れて良かったです。

卓球クラブでは主にダブルス
をやっているので、ペアとのチー
ムワークが深まったり､担当の先
生にコツを教えてもらったりし
て、卓球が上手になりました。自
分よりも学年が上の人たちに勝
つとうれしくなりました。

パソコンクラブは、1 学期にパ
ワーポイント、2 学期にプログラ
ミング、3 学期はクラブ発表会に
向けての作品制作をしています。
ぼくが一番好きなのは作品作り
です。自分が作ったものを見ても
らえるのが楽しみです。

ダンスクラブのいい所は、いろ
いろな学年の人が協力し合って、
一人一人のおどりを大切におど
るところです。みんなの意見を真
剣に聞いて、クラブの時間や朝練
習で一生懸命練習し、本番で心を
一つにして全力で発表します。

私が科学クラブで楽しかった
ことはカルメ焼きを作ったこと
です。下の方が少し焦げたり、ど
ろどろになったり大変だったけ
れど、班のみんなで協力して作っ
たから楽しかったしおいしかっ
たのでよかったです。

私のバスケットボールクラブ
では、練習をチームでやった後、
試合をやります。私は、試合が毎
回楽しみです。なぜかというと、
勝っても負けても笑顔で終われ
るからです。

私がマンガクラブで楽しいと
思うことは、みんなが自由に絵を
かいている所です。アニメキャラ
をかいている人、好きなものをか
いている人などみんなが自由に
絵をかいています。

動画作成クラブでは、カメラで
動画を撮りパソコンで編集して
動画を作ります。おもしろ逆再生
の動画も作ることができます。他
の学年の人とも話ができるので
友達も増えます。

日本伝統クラブでは、茶道や華
道など家でなかなかできない、貴
重な体験ができるところが面白
いです。また、普段は接すること
ができない学年の人と一緒に日
本の文化に触れられるところが
楽しいです。

サッカー・ソフトクラブではサ
ッカーとソフトボールを交互に
やっています。いろいろな学年の
人とやって、サッカーではゴール
が決まると楽しいです。ソフトも
打てた時が楽しいです。

私が日本伝統クラブで一番楽
しいと思ったことは茶道です。一
挙一動のそれぞれに意味があり、
昔の日本人の繊細な感性が伝わ
ってきたからです。練習中に風情
を感じる場面も多く、とても素敵
な体験だったと思います。

