学校だより

〔本校の生活目標〕
大田区立馬込第三小学校
平成３０年１２月号

http://magomedai3-es.ota-school.ed.jp/

・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

〈１２月行事予定〉

「継いでゆくもの」

日 曜 時程
スケジュール
副校長 伊東 瑞穂
「学芸会」には、多数の保護者の皆様、地域の方々 1 土
茶道教室
持久走月間
そして懐かしいお顔の先生方が御来校くださいま
2
日
小学生駅伝大会（つばさ総合）
した。当日の子供たちは、練習の成果を出し切るど
人権週間始 外国語活動・英語カフェ
ころか、それ以上の力でそれぞれの役を演じられた 3 月
委員会活動
舞台発表となりました。皆様からの盛大な拍手も子
保護者会（１．３．５年） 安全指導
供たちの更なる力となったことは確かです。どうも 4 火
大田区人権作品展（池上会館）
ありがとうございました。また、受付、体育館への
入退場、席の入れ替え等、御不便をお掛けしました 5 水 B 音楽潮会（金管演奏） 水曜教室（５年）
が保護者の皆様の御協力をいただき、大きな混乱も 6 木
読み聞かせ 保護者会（２．４．６年）
なく進行できましたことも重ねて御礼申し上げま 7 金
人権週間終
す。どうもありがとうございました。
大田区立小学校合同演奏会
先日、石川県金沢市にある｢室生犀星記念館｣の名 8 土
馬込第三小学校防災活動拠点訓練
誉館長である室生洲々子様と区内から多数のお客 9 日
様が本校にある「いおの森」と「いおの部屋」の見 10 月
全校朝会 外国語活動・英語カフェ クラブ活動
学に来校されました。これは大田区郷土博物館主催
11 火
の講演会に出席されその後、わざわざ本校まで足を
延ばしてくださったというわけです。室生洲々子様 12 水 B 児童集会 水曜教室（４年）
は御承知の方も多いと思いますが、開校１０周年の 13 木
読み聞かせ
時に本校の校歌を作詞してくださった、室生犀星先 14
金
歯磨き指導（３．６年）
生の御令孫です。来年度８０周年を迎える本校です
土曜授業 避難訓練 土曜教室（４校時）
が、何十年もの長い間この学び舎で歌い継がれてい 15 土 B3
カウンセリング（４年）
る校歌の御縁で御令孫の洲々子様にも御来校いた
16 日
だけたことはとても名誉なことでした。御幼少の頃
の洲々子様と犀星先生とのお話もお聞かせいただ 17 月 A５ 全校朝会 外国語活動・英語カフェ
いたり、今も子供たちがいおの森の離れで茶道を学 18 火
たてわり班給食・遊び
んでいることをお伝えしたりできました。また、同
19 水
B 体・音朝会 水曜教室（３年）
窓会の幹事であり本校の地域教育連絡協議会員を
お願いしている永井様にいおの部屋の室生犀星コ 20 木 B 読み聞かせ 外国語活動・英語カフェ
キャリア教育（６年）
ーナーの御説明をいただきました。ありがとうござ
いました。犀星先生に作っていただいた美しい歌詞 21 金 A５ 外国語活動・英語カフェ 給食終
を子供たちが優しい声で歌っている校歌は本校の 22 土
宝です。これからも大切に歌い継いでいきます。も
23 日
天皇誕生日
ちろん、子供たちの日々の活動の中には、同窓の諸
振替休日
先輩方の姿を手本に学び継いできたものもたくさ 24 月
んあります。これからも子供たちが何を記し、学ぶ 25 火 B4 終業式（１校時） 大掃除（２校時）
べきかの導きを教職員一同、保護者や地域の皆様と
26 水
冬季休業日始
一緒にすすめて参りたいと思っています。よろしく
27 木
お願いします。
御用納め
※校歌（歌詞）はいおの部屋や校長室前や体育館に 28 金
29 土
掲示してありますので是非御覧ください。
30

日

31

月

大晦日

☆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)

＜人権週間＞

＜馬三インフォメーション＞

人権週間とは、
「世界人権宣言」
（1948 年 12 月 10 日国際
連合が採択）を記念して、法務省が 12 月 10 日を最終日と

1 日(土) 第 5 回茶道教室
2 日(日) 大田区小学生駅伝大会
(会場：：都立つばさ高校)

する１週間を人権週間と定めた週間です。みんなが幸せに
暮らしていくために大切なこととは何か。
「人間が人間らし

5 日(水) 音楽朝会（８日の発表の演奏を聴きます）

く生きる」権利について、学校でも考えさせていきます。

8 日(土) 大田区立小学校合同演奏会
（会場：大田アプリコ）

また、この期間には、池上会館にて本校の４・５・６年
生の代表児童の人権啓発作品が展示されています。

4 日 (1 年、3 年、5 年)

＜ポスター代表＞４年 S.A ・F.K
＜標語代表＞
＜習字代表＞

５年 I.H
６年 S.M

～
1組

6 日 (2 年、4 年、6 年)

・T.Y
・N.R

５年生

I.S

※保護者会

2組

伊豆高原移動教室
I.S

～
３組 A.R

橋立の吊り橋散策では、歩いてい

移動教室で特に楽しかったことは

けんかや涙もあったけれど、その

る途中で色々な植物を見つけまし

キャンドルファイヤーです。キャン

結果、よりみんなの団結力が固まっ

た。いい香りのする葉やユーカリの

ドルファイヤーはみんなが一つにな

たかなと思いました。また、以前か

木など初めて見るものばかりでし

れたと思います。結構失敗してしま

ら学校で注意されていた「時間を守

た。特に道の端に咲いていたツワブ

ったこともあったけど、自分が任さ

って行動する」という事が、今回達

キの花が印象に残っています。黄色

れたことはしっかりできました。

成できました。これからの学校生活
でも気をつけたいと思います。

い花びらが輝いて見えました。
2組
T.K

１組

シャボテン公園では、たくさんの

S.M

移動教室で成長したことは、スピ
ードを友達と合わせることです。お

３組

O.K

移動教室では、自然とふれ合うこ

動物がいて心が癒されました。特に、 風呂の準備が遅いと思ったので、休

とができました。ハイキングでは、

リスザルの顔のひょうきんさと体の

み時間の時に準備してみんなと同じ

大きなクモなどたくさんの虫にあ

小ささのバランスが丁度良くかわい

スピードでできました。

いました。それから、「柱状節理」
というきれいに岩が縦にわれた崖

かったです。お土産を買う時は、家
族のみんなが喜ぶのは何だろうと考
えながら選びました。

2組

N.Y

自由時間に男子でゲームをやった
ことが楽しかったです。男子だけで

1組

T.S

も間近に見ることができました。
３組

K.A

何かを自由にしたり、行動したりす

移動教室では、校長先生が話して

私が伊豆高原移動教室でがんばっ

ることは今まであまり無かったので

いた「支え合い」がちゃんとできた

たことは、５分前行動をすることで

とても楽しかったです。また、これ

と思いました。例えば、布団をみん

す。次の行動を自分たちで考えて声

からは、人の言ったことや自分のや

なで協力して敷いたり、お風呂の時

を掛け合いました。これからも自分

るべきことをしっかり実行する力を

に数が少ないのでシャワーを二人

で考えて行動することを続けていき

身に着けていきたいです。

で使ったりしました。

2組

３組 Y.R

たいです。
１組

M.R

Y.C

少しだけ進んで自分の意見を言っ

ぼくは成長したことがあります。

オレンジ村には、オレンジ色のみ

たり、みんなをまとめたりすること

移動教室前は、周りが困っていて

かんだけでなく、緑色のみかんもあ

ができるようになった気がします。

も、他の人がやるからいいだろうな

りました。オレンジ色の小さめのみ

移動教室では男女分かれて生活して

と思っていました。しかし、移動教

かんを食べたらとてもおいしかった

いたので、次は男子とも協力してい

室では友達と助け合うことができ

です。

きたいと思いました。

ました。

