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来年度に向けて
校長 東山 良彦
先日、本校の児童会「馬三委員会」が、全校児童
から、あるアイディアを募集していました。子供た
ちから集まったものは、
「ゆるキャラ製作」
「くす玉」
「聖火リレー」「カウントダウン」「ムービー作り」
「パレード」
「風船飛ばし」
「歴史をまとめた本作り」
「ビンゴ大会」「全校ダンス」「学校内に飾り付け」
「屋上に看板」「みんなで給食」「馬三の歌を作成」
「先生ＶＳ子供鬼ごっこ」
「バースデイケーキ作り」
「大抽選会」
「学校をピカピカにする」などなど。
もうお気付きの方も多いと思います。来年度本校
が迎える「開校８０周年のお祝いでやりたいこと」
のアイディアを子供たちが考えていたのです。想像
以上にたくさんのアイディアが出ました。子供たち
の発想の豊かさにはいつもながら驚かされます。も
ちろん全部をできるわけではありません。しかし、
「自分たちの学校のお祝いのために、自分たちは何
ができるか」を考えることはとても意味があること
だと思います。自分事として物事を捉えることが、
これからの変化の大きな世の中で自分の力を発揮
していくためには必要不可欠です。「やらされる」
のではなく、「自分たちで創る」という周年行事と
して教育活動を進めていきます。本校では昨年度か
ら周年準備委員会を立ち上げ、準備を始めました。
基本構想としての四本柱は、「子供たちのために」
「みんなで」
「ありがとう」
「馬三大好き」です。そ
して、今年度は式典・記念誌・展示環境・記念集会
の４つの分科会を組織して準備を進めています。
ところが、子供たちに有意義な体験を用意するこ
とは、学校だけではできません。しかし、ありがた
いことに、本校には心強い応援団が大勢いらっしゃ
います。その中心は保護者・地域の皆様です。日頃
から本校の教育活動に御理解と御支援をいただい
ています。その上に、来年度に向けて、「８０周年
実行委員会」が組織されました。その実行委員長に
前ＰＴＡ会長の岩下聡様が就任され、ＰＴＡ会長の
宮澤敦様と強力な両輪が揃いました。さらに元ＰＴ
Ａ会長や役員の皆様や現ＰＴＡ役員の方々などに、
実行委員として御協力いただくことになりました。
そして、来年度のＰＴＡの皆様には、周年行事係や
ボランティアとして支えていただくなど、万全な体
制を準備していただきました。ありがとうございま
す。１１月１６日の記念式典・祝賀会だけでなく、
一年を通して子供たちの活動をバックアップして
いただけることを嬉しく思います。本校に関わるす
べての皆様と力を合わせて、来年度、開校８０周年
の記念すべき年を盛り上げていきましょう。
今日から３月。いよいよ今年度の最後の月です。
昨日の６年生を送る会では、１年生から５年生まで
が工夫して、卒業していく６年生に向けて様々な出
し物を贈りました。それを見ている６年生の表情は
にこやかでした。また、６年生の歌と合奏を在校生
が食い入るように見つめていました。あたたかいす
てきな雰囲気でした。「チーム馬三」は来年度に向
けてラストスパートに入ります。

・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
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B 開校記念日 外国語活動・英語カフェ
茶道教室

B リコーダー教室（３年） はばたきの会（６年）

外国語活動・英語カフェ
卒業を祝って鯛飯を作ろう（６－１）
保護者会（４・５年）
卒業を祝って鯛飯を作ろう（６－２）
B
水曜教室（３年）
卒業を祝って鯛飯を作ろう（６－３）
B 外国語活動・英語カフェ
卒業ボランティア終（６年生によるあいさつ運動）
外国語活動・英語カフェ

外国語活動・英語カフェ
B 卒業式予行（５・６年）

B3 修了式（１校時） 大掃除（１～５年）
春季休業日始
４月５日（金）新２年・新６年登校日
４月８日（月）始業式・入学式

今月の避難訓練は予告なしで行います。
☆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)

馬三インフォメーション
○開校記念日 ３月１日（金） 本校は、昭和１５年１月に１２学級・児童数７０６名でスタートしました。
学校の開校日は１月１日で、３月１日は校章が制定された日です。来年度は開校８０周年を迎えます。
○３月 ２日（土）第６回茶道教室（今年度最後です。
）
○３月 ５日（火）５年生 体育・健康教育授業「小学生で学ぶ がん教育」
講師 栃木 直文先生
○３月 ９日（土）５年生 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ学習（音楽）日本の伝統文化を学ぼう「お箏教室」
講師 安田 絹秋先生

大島

敬秋先生

石川 順子先生

小松田 雅江先生

○３月１２日（火）～１４日(木) ６年生（総合・家庭科）「卒業を祝って鯛飯を作ろう」
講師 久保田 弘道先生
〇４月 ７日（日）馬込文士村大桜まつり 正午～午後４時３０分（雨天決行）桜並木公園、通り
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