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新しい年を迎えて
校長 東山 良彦
令和最初の正月を迎えるとともに、昭和１５年
１月１日に開校した本校は８０歳の誕生日を迎え
ました。これまで積み重ねてきた歴史とよき伝統
を引き継ぎつつ、新たな社会の変化に対応できる
子供たちを育てるために、全職員が心を一つにし
て、学校運営に取り組んでまいります。本年もよろ
しくお願いいたします。
さて、令和２年は、小学校で新学習指導要領が全
面実施されますし、東京オリンピック・パラリンピ
ックも開催されます。学校の教育活動に大きな変
化がある年です。現在、学校では、２学期末に実施
した保護者の皆様と子供たち向けのアンケートの
結果を参考にしながら、新しい教育課程を編成し
ているところです。外国語教育やプログラミング
教育などを含め、新年度に向けて準備を進めてま
いります。
また、本校にとっての大きな課題がもう一つあ
ります。それは校舎改築工事についてです。今年度
初めに校舎改築工事に着手することが決まったこ
とはお伝えしましたが、その後進展がありません
でした。そのため、
「いつから始まるの？」
「給食が
なくなってお弁当を作らないといけないの？」な
ど、御心配なさっている保護者や地域の皆様がい
らっしゃったかもしれません。申し訳ありません
でした。昨年１２月中旬に区の担当者から説明を
受けましたので、進捗状況や今後の予定について
お知らせいたします。
まず、現在の状況についてです。区のプロポーザ
ルが実施され、改築を担当する業者が決まりまし
た。１２月の地域教育連絡協議会で、担当業者から
挨拶がありました。学校は教育の場であるととも
に、地域にとっても大切な施設だという話があり、
学校や地域のことを考えて校舎改築を進めていく
ということでした。また、そこで大まかな予定が示
されました。今年度から令和２年度にかけて基本
構想・基本計画を策定するということです。その
後、基本設計・実施設計と進んだ後、令和４年度以
降に実際の工事が始まる予定だそうです。
「どのよ
うな校舎にするか」
「改築中の仮設校舎をどうする
か」
「校庭やプールは使えない期間があるのか」な
ど、具体的なことはまだ決まっていません。ただ、
体育館と給食室については使えない期間はない方
向で考えているとのことでした。今後、ワークショ
ップや説明会などを開き、だんだん決まっていく
そうです。御協力よろしくお願いいたします。
先日の開校８０周年記念行事で、地域の方々の
あたたかく、大きな力を改めて感じました。保護
者・地域の皆様の応援を「新しい馬三を創る」ため
にも、生かしていただきたいと思います。今年も
「チーム馬三」をよろしくお願いいたします。

〈１月行事予定〉
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A5 読み聞かせ
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B6 発育測定(6年)
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土
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日

13

月

成人の日

14

火

発育測定(4年) 安全指導
２年生６時間授業始(毎火曜)

15

水

B 発育測定(5年)

16

木

読み聞かせ

17

金

発育測定(3年)

18

土
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日
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月

発育測定(2年)

21

火

A5 発育測定(1年)

22

水

B 水曜教室(5年)

23

木

読み聞かせ

24

金

展覧会(児童鑑賞日)

25

土

展覧会(保護者鑑賞日)

26

日

27

月

28

火

B6 昔遊びの会（１・２年)

29

水

B 水曜教室(4年)

30

木

読み聞かせ

31

金

新１年生保護者会

冬季休業日終
書き初め
給食始
校内書き初め展始

水曜教室(6年)

校内書き初め展終

展覧会会場準備(6年)⑥

展覧会片付け(5年) ①

※避難訓練は予告なしで行います。
◎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。詳しくは電話で御確認ください。(3775-4000)

＜展覧会について＞
展覧会委員会
３年に一度の展覧会が、２４日（金）、２５
日（土）に開催されます。今年は、
『イメージ
を広げて～８０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒ
ｙ～』をテーマに図画工作と家庭科の作品を
体育館、多目的室、そして体育館と多目的室を
つなぐ廊下に飾ります。
日頃の授業で頑張って作ってきた、個性あ
ふれる子供たちの作品をお楽しみください。

～
べんきょう
むずかしかったけど、おも
しろくなってきた。せいかつ
かで、どんぐりをひろったあ
と、どんぐりでこまをつくっ
てうれしかった。かぞくにみ
せたら、にこにこしていた。

１月

＜馬三インフォメーション＞

★12 日(日) 新春餅つき大会
受付時間 低学年(1 年～3 年)10:30～
高学年(4 年～6 年)11:00～
※詳細は 12/13 付「新春餅つき大会開催のお知らせ」を御確
認ください。(PTA からのお知らせで家庭数配布済)

★11 日(土)～17 日(金)小学校書き初め展(池上会館)
★18 日(土) 第 6 回茶道教室
★18 日(土) 第 18 回ものづくり教育学習フォーラム

１年生 ２学期

9:00～16:00（大田区産業プラザ PiO）

がんばったこと

さんすう
さんすうをがんばりまし
た。さいしょは１３－５がで
きなかったけど、できるよう
になってうれしかったです。
さんすうってたのしいな。さ
んすうが１ばんすきになり
ました。

～

うんどうかい
本ばんでダンスをやったの
がうれしかった。うんどうかい
がおわって、ぼうしもてさげも
もってかえって、おとうさんと
おかあさんにいった。そした
ら、ほめてくれたのがうれしか
った。

かん字
かん字ノート

なわとび

かん字をたくさんならっ
た。なかで一ばんすきなかん
大と小をはじめてかん字
休みじかんの「ゆうびんやさ
字は「天」。なぜかというと、 ノートにかきました。さいし ん」で、まえは３かいぐらいし
空を見るのがすきだから。
ょはうまくかけなかったけ かとべなかったけれど、つぎに
ど、だんだんうまくなってき やってみたら 8 回もとべた。も
うんてい
てうれしくなりました。これ くひょうの２０かいまでとべ
からもがんばりたいです。
るようにがんばります。
いまは、うんていがぜんぶ
わたれてうれしい。まだ、いっ
文字
べんきょう
ことばしができなくて、すこ
しざんねん。よこは、ぜんぶで
ぼくは、かん字をがんばり
１学きは、けいさんのときに
きるようになった。うしろも ました。カタカナをがんばり ゆびでかぞえちゃったけれど、
すこしできるようになって、 ました。かん字とカタカナを ２学きは、すらすらいえるよう
うれしい。
ゆっくり、ていねいにかくの になりました。こくごもじょう
をがんばりました。
ずになりました。
たいいくのなわとび
なわとび
おんがくのじゅぎょう
なわとびでまえとびが２０
かいできてうれしかったで
なわとびをがんばってい
１学きのときはきれいにう
す。ともだちに見せたいです。 ます。おうちでもれんしゅう たえなかったけれど、２学きは
たくさんとべるようになった をしています。いまは、うし うまくきれいにうたえるよう
ら、スピードを上げたいとお ろまわしをしています。
になりました。３学きもうまく
もいます。
うたいたいです。

