学校だより

〔今月の生活目標〕
大田区立馬込第三小学校

・友だちとなかよく
しよう

令和元年５月号

http://www.ota-school.ed.jp/magomedai3-es/index.html

「トラブルはチャンス」
副校長

〈５月行事予定〉
伊東 瑞穂

新学期が始まり早１か月が過ぎました。入学した

日 曜

スケジュール

時程

1

水

即位改元の休日

2

木

休日

3

金

憲法記念日

4

土

みどりの日

5

日

こどもの日

6

月

振替休日

7

火

安全指導 聴力（6年） 委員会活動

せてくれます。2 年生以上の教室も、子供たちが一

8

生懸命に学習に取り組んでいる姿を見ます。新しい

9

水 B５ 水曜教室（5年）
木 B６ 心臓検診(1年）

学年・学級・先生。そろそろ互いに慣れ、子供たち

10

金

ての頃は黄色い帽子とランドセルが体より大きく
目立っていたように感じられた１年生ですが、今で
はぴったり合っているように思え、逞しさを感じま
す。そんな１年生の教室から「あかるいあさひだあ
いうえお」「いいこといろいろ・・・」と大きな声
が聞こえます。これは国語の音読学習です。教室に
入ると学習した平仮名のプリントを誇らしげに見

消防写生会(1，2年） 歯科（３－１、３－２、４年）

は本来の自分の力を出して学校生活を送ることと

学校公開日 児童集会 たてわり班顔合わせ
視力（1年） 生活科（GT ミニトマト）
学校公開日 道徳授業地区公開講座

思います。そして、新しい環境故に起こるトラブル

11 土 B３ 移動教室前保護者会（5年） 地域教育連絡協議会

もあるかと思います。しかしトラブルは相手を深く

12

日

知るチャンスでもあります。トラブルが起こったと

13

月

食育朝会 歯科（1－1、1－2、5年） クラブ活動

き、
「相手はどう考えたのだろう？」
「なぜこんな行

14

火

避難訓練 視力（5年） たてわり班遊び

15

水 B５ 歯科（1－3、1－4、6年） 水曜教室（4年）

それにつられるように変わり大きなトラブルに発

16

木 B６ 読み聞かせ 眼科（全学年） PTA総会（１５：３０～）

展しないことも多々あります。もちろんトラブルは

17

金

ないことが望ましいですが、必ずあります。お子様

18

土

が友達とトラブルがあった様子のときは、まずは話

19

日

をじっくり聞いていただき、そのとき相手はどんな

20

月

考えだったのか、思いだったのかを想像したり自分

21

火 B６ 遠足（3年） 視力（1年）

が相手の立場だったらどうだったかを考えたりし

22
23

水 B4 水曜教室（3年）
木
読み聞かせ 遠足（１年） 視力（２年）

24

金

25

土

26

日

27

月

28

火

29

水 B５ 伊豆移動教室（5年）終 水曜教室（6年）

30

木

31

金 B６ 遠足予備日（１年）

動だったのだろう？」等、少しだけでも相手の事を
考えると、自分の言動が変わることもあり、相手も

てゆっくりと話し合う時間を作っていただけると
ありがたいです。トラブルがあった､起こった､嫌な
思いになっただけではもったいないです。おかしな
言い方ですが､せっかくのトラブルです、そこで子
供たちが何かを学べる環境を整えるのも私たち大
人の役割です。よろしくお願いします。
先日、学校の前の会社の方からお電話をいただき
ました。「馬三小のお子さんが私が落とした定期を
会社に届けてくださっていました。困っていたので
本当に助かりました。どなたかわからず御礼が直接

体育朝会（４～6年） 遠足（2年）

遠足（4年） 視力（3年）

視力（4年） クラブ活動
体育朝会（１～３年） 歯科（2年、３－３、３－４）

児童集会 移動教室前検診（5年 １３：３０）

伊豆移動教室（5年）始

遠足予備日（３年）

言えません。こんな行動がとれる馬三小のお子さん

◎放課後に校庭で遊ぶ時は、「馬込第三放課後ひろば」に

が素晴らしいです。感動しています。御礼を必ず伝

事前登録(無料)が必要です。本校内、放課後ひろばで登録

えてください。馬三小のお子さんはすごいですね。
」 を受け付けています。詳しくは電話でご確認ください。
との内容でした。嬉しい嬉しいお電話でした。

(3775-4000)

＜道徳授業地区公開講座＞
道徳部 安藤 純
★５月１１日(土)
授業公開

★5 月 11 日(土)
地域教育連絡協議会

１校時(4～６年)8:45-9:30
２校時(1～３年)9:35-10:20

公開講座

＜馬三インフォメーション＞

３校時(体育館) 10:40-11:25

◆◆３校時は授業の公開はありません。
全クラスの道徳授業公開と道徳授業地区公開講座を

11:45 ～（校長室）

★5 月 16 日(木)
令和元年度 PTA 総会

15:30 ～（体育館）

★5 月 18 日(土)大運営会議
※6 月

10:00 ～（図書室）

1 日(土) (第１回)茶道教室です。いおのもりの

茶室（離れ）で行います。講師は丸木宗和先生です。

行います。公開講座にも御参加いただき、道徳への御理

※6 月

2 日(日)

馬込九町会合同防災訓練

解を深めていただき、また御家庭でも道徳についてお話

馬三小の校庭で行います。どんどん参加してください。

をする機会を作っていただけたらと存じます。

お別れの言葉～異動された先生方より～
馬込の坂と悠々と泳ぐ鯉。そして子供たちの穏やかな

一般企業からの転職で着任した頃、冷や汗をかきなが

笑顔を思い出しながら、平地にある学校に勤めていま

ら教壇に立つ私をいつも励ましてくれたのは子供たち

す。馬三の子供が生涯健康でいられるよう、いろいろな

でした。保護者の方からは「子供は学校と家庭の両輪で

ことを教えました。また、多くのことを学びました。元

育てるもの。一人で抱え込まないで。」という言葉で救

気で頑張ってください。

っていただきました。5 年間ありがとうございました。

大田区立道塚小学校

中

夕紀子

世田谷区立八幡小学校

大洞

英嗣

馬込第三小学校のみなさん。5 年間、馬三でみなさん

馬三小では 2 年 8 か月の間お世話になりました。算数

と一緒に勉強しました。馬三の子供たちは、明るく、元

少人数や担任として、たくさんの思い出ができました。

気で優しい子ばかりです。みなさんの笑顔に、たくさん

これからも算数だけでなく、国語などの勉強を楽しく頑

の元気をもらいました。一緒に過ごした思い出は忘れま

張ってください。子供たちのこれからの活躍を期待して

せん。お元気で。

います。

文京区立柳町小学校

鈴木

由紀

荒川区立第二日暮里小学校

小暮

一男

馬三まつり、運動会、学芸会。子供たちの輝く顔が思

短い期間ではありましたが、馬三で過ごした日々は私

い出されます。サポートルームの子が皆と一緒に動くた

の宝物です。すくすくと成長していく子供たちの姿か

めには、多くの励ましが必要です。どの子も生き生きと

ら、教師として大切なことを学び、やりがいを感じるこ

輝けるように、これかれも努めていきたいと思います。

とができました。保護者・地域の皆様、そして馬三の皆

町田市立図師小学校

橘田

真理

さん、本当にありがとうございました。
府中市立矢崎小学校

稻見

哲夫

馬込第三小学校では、3 年間お世話になりました。短
い期間ではありましたが、私にとって濃密な時間となり

支援員として 10 か月間お世話になりました。子供た

ました。馬三の子供たちとの図工の授業や休み時間、給

ちが笑顔いっぱいに接してくれたので、いい思い出がた

食などの楽しい思い出がたくさん心に残っています。図

くさんできました。今年度は調布大塚小学校で勤めてい

工の授業では、教材の準備の御協力をありがとうござい

ます。これからも馬込第三小学校の御発展をお祈りして

ました。

います。

中央区立豊海小学校

緒方

輝一郎

大田区立調布大塚小学校

芳賀

増代

馬三坂を歩き初めて門をくぐったのが 6 年前。今、同

元気に広い校庭で遊ぶ子供たちの声にパワーをもら

じ景色の中にたくさんの思い出が私の脳裏を駆け巡り

い、気が付いたら 10 年以上が過ぎていました。本当に

ます。ずっと続く温かな記憶です。馬三で出会った方々、 優しい方々に支えられた 10 年でした。長い間ありがと
子供たちに感謝を込めて。ありがとうございました。
文京区立千駄木小学校

金井

郁香

うございました。
大田区立入新井第一小学校

中野

冨美代

