学校だより

〔今月の生活目標〕
大田区立馬込第三小学校

・ケガに気をつけて、
外で元気に遊ぼう
http://www.ota-school.ed.jp/magomedai3-es/index.html
令和元年９月号

開校８０周年を迎えて
校長

〈９月行事予定〉
東山 良彦

このキャラクターを御覧に
なったことがありますか。
名前は「ウマサス」。本校の
開校８０周年を記念して誕
生した公式キャラクター
です。
昨年 度末、本 校の児童会
「馬三委員会」が、全校児童に
「開校８０周年のお祝いでやりたいこと」を呼びか
け、たくさんのアイディアが集まりました。一連の
活動を「ハッピープロジェクト」と名付けて、全校
で取り組むことになりました。そのうちの一つが、
キャラクター作成です。５月にキャラクターデザイ
ンを募集し、約２００通が集まりました。馬三委員
会で３候補に絞り、児童集会でキャラクター投票を
呼びける劇を披露し、全校投票を行いました。全校
児童の９割を超える投票があり、過半数を獲得して
選ばれたのが「ウマサス」というわけです。
さて、昨年度の学校だより３月号で、私は次のよ
うにお伝えしました。

「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。
本校の子供たちは、私が期待した以上の活動を
工夫して進めています。キャラクター作成の他に
も、スローガンを作ったり、式典までのカウントダ
ウンを掲示したりしました。体育館入り口にあるカ
ウントダウン掲示は、９月２日現在「あと７５日」
となっています。また、各委員会でもハッピープロ
ジェクトとして様々な取組をしています。素晴らし
いことです。さらに、１１月の開校８０周年記念集
会に向けて、これから各学年が出し物を工夫してい
きます。記念式典には５・６年生が代表して参加し
ますが、立派に務めてくれることでしょう。
そして、子供たちの思いを実現できるように支え
ているのが、ＰＴＡや同窓会や地域など、学校に関
わる皆様です。前ＰＴＡ会長の岩下聡様を中心に、
周年実行委員会の活動も順調です。体育館の窓と、
校庭のフェンスには「祝８０周年馬込第三小学校」
の看板も取り付けられました。ＰＴＡ周年行事係の
活動も始まると聞きました。ありがたいことです。
本校に関わるすべての皆様と力を合わせて、子供た
ちの活動を見守っていきたいと思います。子供たち
が考えた８０周年スローガンの実現に向けて。
「笑顔輝くチーム馬三 ８０年間ありがとう」

日 曜

スケジュール

時程

1

日

2

月 B３ 移動教室保護者会（６年 １５：００～）

始業式 避難訓練（緊急時引き渡し訓練）
健康チャレンジ週間始

3

火

給食始 １年５時間授業始 発育測定（４年）

4

水

5

木

発育測定（３年）

6

金

7

土

社会科見学（４年） 発育測定（5年） 自由研究展示
学校公開
セーフティー教室（2校時低学年 3校時高学年）
土曜授業・カウンセリング 健康チャレンジ週間

8

日

9

月

発育測定（２年）

10

火

安全指導 貝塚中職場体験始 発育測定（1年）

B 水曜教室（６年） 発育測定（６年）

11 水 B4

区漢字検定 水曜教室（５年）
３年３組のみ５時間授業
貝塚中職場体験終

12

木

13

金

着衣泳（４・５年） プール納め
移動教室前検診（６年 １３：３０～）

14

土

地域祭礼

15

日

地域祭礼

16

月

敬老の日 とうぶ移動教室（６年）

17

火

とうぶ移動教室（６年）

18

水

19

木

20

金

21

土

22

日

23

月

24

火

25

水

26

木

運動会整地作業（６年 6校時）

27

金

運動会特別時程始 たてわり班遊び

28

土

PTA選考部会

29

日

30

月

B

とうぶ移動教室（６年） PTA給食試食会
水曜教室（４年）
水産業授業（５年）

秋分の日
B 水曜教室（３年）

水道キャラバン（４年）
運動会係活動（５・６年 ６校時）

◎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。詳しくは電話で御確認ください。

(3775-4000)

＜避難訓練について＞

９月

＜馬三インフォメーション＞

★6・７日・80 周年記念タオル注文受け付け日
小学校では、毎月一度の避難訓練を行っています。 ★ 7 日・学校公開・地域連絡協議会（11：45～12：30）
生活指導主任

★14 日・馬込八幡神社 例大祭 (9/14 と 9/15)

地震、火災、不審者対応など様々な状況に対してど
のように避難をしたらよいか、学習しています。

自転車では行けません。禁止です。駐輪場はありません。

・第 3 回 茶道教室（1 回目は 13:00～）
・PTA 正副部長会議(10:00～)
・80 周年記念行事打ち合わせ会(11:00～)
★12 日・令和２年度 PTA 役員推薦希望調査〆切
★15 日・PTA バレーボール大会
★28 日・選考部 開封作業(10:00～)

どの訓練にも言えることは、放送や指示をよく聞
くことと考えることです。子どもたちには、自分の
命は自分で守ると伝えていますが、それは、自分が
とる行動が大切であるということです。万が一に備
えた行動ができるようにしていきたいです。

～１学期をふりかえって

３年生～

＜1 組＞
ぼくががんばったのはあまりのあ

わたしが１学期にがんばったこと

るわりざんです。なぜかというと九

は、逆上がりです。できるようにな

とケンカしないようにしたことで

九は得意だけど、あまりのあるわり

りたいと思って中休みと昼休みに友

す。わたしがわがままを言うとケン

算がなかなか上たつしないからで

達と練習しました。できるようにな

カになると思うので、わがままを直

す。

った時はとてもうれしかったです。

し、友達とケンカしないように１学

今度は友達や弟に逆上がりを教えて

期がんばりました。2 学期もみんな

あげたいです。

と仲良くしたいです。

わたしががんばっていることは国

わたしががんばったことは、友達

語の学習です。自分の文章を発表す

＜４組＞

るのはちょっとはずかしいけれど、

ぼくが１学期がんばったことは、

ぼくは、今まで逆上がりができま

はずかしがらずに、はきはきと話す

算数のわり算です。算数のわり算に

せんでした。１学期の体育の授業や

ように努力しています。

は自信がなかったのですが、練習し

休み時間に練習をたくさんしまし

ていたらだんだんできるようになり

た。練習を続けたら、１回できるよ

ました。できるようになった時、ち

うになりました。２学期は、もっと

ょっとだけうれしかったです。

練習をして、他の技もできるように

わたしが楽しみにしていること
は、授業です。なぜかというと大人
になっていから役に立つし、いろい

＜３組＞

がんばりたいです。

ろなことを知ることができるからで

ぼくは、国語の「気になる記号」

す。理科の虫は苦手だけど、エサを

を頑張りました。はじめ、紙に記号

１学期の算数で、わり算を学習し

さがしたりながめたりすることが楽

をかくのはむずかしくて、絵を一つ

ました。初めはむずかしく感じたけ

しかったです。

描くのが大変でした。でも、何回か

ど、繰り返し練習すると、だんだん

やっていたら簡単になって、班のみ

できるようになりました。２学期は、

ぼくは、手をたくさんあげること

んなに発表したら、拍手をしてくれ

わり算を速く解けるようにしたいで

をがんばりました。去年はきんちょ

てうれしかったです。２学期は、運

す。

うしてしまいあまり手をあげられな

動会をがんばりたいです。

＜２組＞

かったので、ぼくの１学期の目標に

わたしは、１学期の体育でマット

しました。手を挙げて発表した時の

わたしが１学期でがんばったこと

運動をがんばりました。上手にでき

ことを思い出すと、すごくうれしく

は、あまりのあるわり算です。あま

ている友達を参考にして練習をした

なります。この先ずっとがんばって、 りがわる数より大きくならないよう

ら、開きゃく前転ができるようにな

自分から発言するのを続けていきた

に気を付けました。たしかめでは、

りました。２学期は、後転ができる

いです。

かけ算の答えがわられる数と同じに

ように練習をがんばりたいです。

なるようにしました。

