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・整理整頓をきちん
としよう

〈７月行事予定〉

プールでの学習始まる！

曜

スケジュール

時程

教務主幹 １年１組担任 尾山 路
４月に１年生を迎え入れ、早３か月。４月当初

1

月

2

火 B6

は、下校コースごとに帰ることで精一杯の日々で
した。そんな１年生も学校生活に慣れ、ひらがな

3

水 B4 水曜教室（４年） ６－３のみ5時間授業

4

木

の学習が終わりを迎え、あさがおのツルが支柱に
巻き始める頃、さらなる試練が待ち受けていまし

5

金

保護者会（１～３年）

6

土

食育お箸の教室（2年） 生命尊重週間終 土曜教室
第2回茶道教室 臨時地域教育連絡協議会

7

日

8

月

9

火

10

水

た。そう、プールでの学習です。プール開きの１
週間前、１年生は着替えの練習、プール更衣室へ
の移動、プールサイドの見学、プール更衣室での
水着からの着替えなど、事前の練習を学年全員で
行いました。
１３２人の大移動です。担任５名と支援員の先
生方３名と専門員の先生１名、総計大人９名で子
供たちを指導しました。プールとなると興奮して
しまうのが、子供の常。いろいろなことが起こり
ます。
≪そんな中のエピソード≫
① 下着の上に水着を着用。
～プールから出たときに、はく下着がなく
なるよ～
② 女の子の水着の前と後ろがわかりません。
～「おっぱい見えちゃったら前と後ろが逆だ
よ。」言うと「先生、エッチー。」とさら
に大興奮～
③プール更衣室に残される水泳パンツ
～これは、毎年のことです～
しょうがないです。まだ生まれてから６年しかた
っていない子たちです。一つ一つ学んでいるので

生命尊重週間始

児童生徒の学力向上を図るための調査（5年）

情報モラル教室（保護者向け5校時）
保護者会（4～６学年）
安全指導
B 水曜教室（６年）

11 木
12

金

音楽鑑賞教室（5年）

13

土

14

日

15

月

16

火 A5 避難訓練（不審者） たてわり班遊び

17

水

18

木

19

金 B4 終業式

20

土

地域盆踊り

21

日

地域盆踊り

22

月

23

火

24

水

個人面談 わくわく水泳 ラジオ体操始
個人面談 わくわく水泳
わくわく健康作り教室（午後）
個人面談 夏季水泳（低→中→高）

25

木

個人面談 夏季水泳（高→中→低）

26

金

個人面談 夏季水泳（低→中→高）

海の日
B 水曜教室（３年）
給食終 盆踊り練習（低１３：３５～ 中・高１５：３０～）

す。大人９人必死に声をかけてなんとか無事に終
27 土
PTAサマーフェスティバル 水遊びの会
わりました。子供たちの試練ではなく大人たちの
28 日
試練でした。
29 月
夏季水泳（高→中→低）
そんなてんやわんやな練習の日を終え、プール
夏季水泳（低→中→高）
30 火
わくわく馬込図書館調べる学習
での体育の学習が始まりました。水の楽しさと共
夏季水泳（高→中→低） ラジオ体操終
に危険性も伝えながらの学習です。そのためいろ 31 水
いろな決まり事や準備があり、保護者の皆様には ◎放課後に校庭で遊ぶ時は、「馬込第三放課後ひろば」に
御手数をおかけしております。これから、夏休み、事前登録(無料)が必要です。本校内、放課後ひろばで登録
９月まで学習が続きます。引き続きの御協力よろ を受け付けています。詳しくは電話で御確認ください。
しくお願いします。
(3775-4000)

＜水泳指導について＞

7月

水泳委員長

＜馬三インフォメーション＞

★6 日(土)臨時地域教育連絡協議会 11:30～
２回茶道教室

今年も水泳の季節がやってきました。６月１９日

13:00

(水)から水泳指導が始まりました。水泳には、陸上と

8 日(月)保護者向け情報モラル教室

は違う状況の下、水に体を浮かばせて楽しむという運

9 日(水)遠足写真代金集金日

13:35～(多目的室)

動の特性があります。また、段階的な課題（手の動き、

18 日(木)盆踊り練習日

足の動き、呼吸、泳法など）も明確な運動であると同

20 日(土)21 日(日) 第２４回馬込大盆踊り大会

時に、ここにのつまずくポイントがあります。体力の

22 日(月)ラジオ体操（始）～31 日(水)まで

向上という視点で捉えても、大変効果的な運動です。

27 日(土)サマーフェスタと水遊び

安全面にも気を付けて指導していきます。

★「お別れのあいさつ」

子供たちの水泳カードには、「○級をめざします。」

8 月 17 日(土)
講師

肝試し

金子美優

昨年度は算数の講師、今年度は体育補助員としてお世話にな

「友だちと協力して取り組みます。」などのめあてが

りました。みんなと一緒に考えたりお話したり、遊んだりしたこ

書かれています。水泳指導を終えた後、子供たちのめ

とは大切な思い出です。これからも元気でいてくださいね。あり

あてが達成できるように指導していきます。

がとうございました。

～伊豆移動教室
＜1 組＞

5 年生～

＜２組＞

＜３組＞

ハイキングでは、緑が多く、岩に

グループやクラスの人と、支え

私は、行動班の班長として３日間

波打つ音が聞こえたことが心に残

合って困っている人を助けるこ

班をまとめてきました。班の目標で

っています。上を見ると、木の枝に

とができてよかったと思いまし

「楽しく、元気でみんな仲良く」と

タイワンリスを見つけました。小柄

た。係では、布団の敷き方を教え

いう目標を決めました。実際にみん

なのに、細い枝の上を「タタタタ」

たり声をかけたりすることがで

な元気で仲良くできたのでうれしか

と素早く動く姿が可愛らしかった

きました。

ったです。みんなが話を聞いてくれ
てので、まとめることができました。

です。
思い出に残ったことは、ピザ作
シャボテン公園では、フクロウが

りです。生地をこねているとき、

キャンドルファイヤーが一番楽し

放し飼いにされていました。おそる

なかなかやわらかくならず、とて

かったです。遊びが楽しかったし、

おそる近づいてみると、急に翼を大

もこねるのが大変でした。水の量

普段あまりしゃべらない人とも仲良

きく広げたので驚きました。近くで

を考えるもの大変で、入れすぎな

くできたからです。また、みんなを

みると、羽 1 枚 1 枚の細かいところ

いようにちょっとずつ入れまし

盛り上げることができました。

までよく見えました。

た。難しかったけど、すごく思い
出になりました。

大室山では、友達とリフトに乗っ

大室山で、みんなで「山びこ」が
できました。ふだん山びこはトンネ

て頂上まで行きました。風が吹いて

私ががんばったことは、「時間

ルくらいでしか出来ないから楽しか

いて気持ちが良かったです。後ろを

を見て行動する。」ことです。時

ったです。みんなで協力して過ごす

振り返ると伊豆の街並みや自然が

間が３０分あるなら、そのうちの

ことができました。

広がっていました。このきれいな景

５分は準備に使うようにしまし

色をお母さんに見せたいと思いま

た。なので、とてもスムーズにす

した。

ごせました。

ぼくは、保健係として必死で健康
カードを集めました。同じ係に高橋
君がいてよかったです。また、保健

ぼくは、室長としてみんなをまと

ぼくは室長で、次にすることを

めることをがんばりました。自分か

班のみんなに報告したり、集合・

らみんなに声を掛けて、５分前行動

整列をさせたりしました。みんな

を心掛けました。これからの学校生

がちゃんと整列などをしてくれ

活でも生かしていきたいです。

たので、すごくがんばれました。

係じゃないのに健康カードを集めて
くれる人がいてよかったです。

