学校だより

〔今月の生活目標〕
大田区立馬込第三小学校

・力を合わせて仕事を
しよう
http://www.ota-school.ed.jp/magomedai3-es/index.html

未来社会をたくましく生きる
校長 東山 良彦
９月の台風１５号に続き、先月は台風１９号が関
東地方を直撃し、全国的に広い範囲で甚大な被害が
発生しました。心から、お見舞いを申し上げます。
本校も鉄の門扉が壊れたり、運動会が延期になった
り、大きな影響がありました。今回の振り返りを生
かし今後の災害に備え対応を検討していきます。
さて、振り返りといえば、今年度は大田区の教育
施策でも大きな節目の年になります。平成２１年度
からの｢おおた教育振興プラン｣｢おおた教育振興プ
ラン 2014｣による１０年間の取組の成果を基に、令
和元年度からの５年間の大田区教育振興基本計画
として「おおた教育ビジョン」が策定されました。
これまでの成果を振り返り、子供たちのさらなる成
長を支えるための計画です。社会を取り巻く環境が
激しく変化する現代を生き抜くためには、子供たち
一人一人が変化に主体的に対応するとともに、豊か
な感性を生かし、未来社会を創造的に生きようとす
る意欲や資質・能力を育てることが必要です。そこ
で、これまでの｢知｣｢徳｣｢体｣｢学校｣｢家庭・地域｣の
プランに｢未来｣というキーワードが加わり、
「おお
た教育ビジョン」のテーマは「豊かな人間性をはぐ
くみ、未来を創る力を育てる」となりました。本校
でも、このテーマに向かい、コミュニケーション能
力・情報活用能力・体力向上など、未来社会で活躍
するために必要な資質・能力を身に付けるための教
育活動をすすめていきます。
このようにお知らせすると、教育活動が大きく変
わると思われてしまうかもしれませんが、実はそう
ではありません。実際に本校の学校経営計画では、
目指す児童像の一つに「社会の変化に主体的に対応
できる児童」を掲げています。また、
「人や地域に
すすんでかかわろうとする態度」や「たくましい心
と体」などの育成を目指しています。ＩＣＴ機器活
用や課題解決学習を取組目標にもしています。これ
までも続けてきた本校の教育活動を再確認しつつ、
さらなる環境の変化に対応した教育活動を工夫し
ていきます。
また、今回の新しい「おおた教育ビジョン」策定
に伴い、本校の自己評価項目も変更しました。これ
までの５つのプランに、｢未来｣の項目を新たに加え
６つの大項目に整理しました。本校ホームページに
掲出いたしますので御覧ください。
体育館入口の「式典までのカウントダウン掲示」
は、１１月１日現在「あと１５日」になりました。
「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、全校で取り組んでいる「自分
たちで創る周年行事活動：ハッピープロジェクト」
はますます活発です。８日(金)には全校児童が体育
館に集まり、
「８０周年記念児童集会」を開きます。
各学年の創意工夫を互いに味わうことができるで
しょう。これらの活動こそ、未来社会をたくましく
生きる力となるのです。すてきな子供たちです。

令和元年１１月号

〈１１月行事予定〉

日 曜

スケジュール

時程

1

金

消防署見学(3）

2

土

東京都教育の日

3

日

文化の日

4

月

振替休日

5

火

6

水

7

木 B6 読み聞かせ 避難訓練(煙ハウス３・５年)

8

金

80周年記念児童集会③④

9

土

貝塚中学校新入生説明会

10

日

B 水曜教室(5）

馬込中学校公開

11 月
12

火

下水道キャラバン(4）

13

水

B 水曜教室(4）

14

木

読み聞かせ

15

金 A5 ４年生以下４時間授業

16

土

17

日

18

月

色覚検査(4）

19

火

車椅子体験(4）

20

水

21

木

読み聞かせ 社会科見学(5）

22

金

たてわり班遊び

23

土

勤労感謝の日

24

日

25

月

26

火

27

水 B4 水曜教室(6）

28

木 B4 読み聞かせ 就学時検診

29

金 B6

30

土

式典通し練習(５・６年)

４年生以下４時間授業

開校８０周年記念式典 (1～4年下校９時)

B 水曜教室(3）

持久走月間始

◎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)

＜８０周年行事について＞
周年委員会

１１月

９日(土) ※両校とも６年生児童と保護者様対象

子供たちの願いを叶え、お世話になった
方々と共に祝おうと取り組んできました。学校の外か
らも見えるキャラクター「ウマサス」は、子供たちと

＜馬三インフォメーション＞

貝塚中学校 新入生説明会等

８：４５～

馬込中学校 学校公開等

８：３５～

１６日(土)

開校 80 周年記念行事

いつも一緒です。児童会活動では「ハッピープロジェ

朝会 （全校児童参加）

クト」と称して、学校や地域の歴史を振り返り、母校

式典 （５・６年生参加）

を大切にする活動も行っています。いよいよ開校記念

祝賀会（児童は参加しません）

の児童集会や式典を迎えることになり、全校児童も教

２８日(木) 受付時間 １３：３０～１３：５０

職員も成功させようと張り切っています。

６年生

～とうぶ移動教室～

就学時健康診断（新１年生対象）

９月１６日～１８日

１組
池の平湿原では、す
れ違う大人の人たちに、みん
なであいさつをすることがで
きました。たくさんの霧の中
でのハイキングや、初めての
リンゴ狩りが特に楽しかった
です。東京ではできない体験
ができた３日間でした。

２組
楽しく笑いあふれる
移動教室になったと思いま
す。この移動教室を通して、
友達関係が大きく広がったの
が一番よかったと思いまし
た。また、リンゴ狩りで友達
と美味しくリンゴを食べられ
たことが、特に楽しいと感じ
ました。

１組
美化係で一番がんば
ったことは、最終日の掃除で
す。
「来た時より美しく」を意
識して、２０分間くらいかけ、
トイレ掃除を行いました。部
屋の整理整頓も、毎日友達と
声を掛け合ってできました。
私はこの３日間を通して、集
団で生活することの大変さと
楽しさを学びました。

２組
伊豆高原移動教室の
時は初めての班長だったの
で、時間が足りなくて慌てて
しまい、見たいところに行け
なかったことがありました。
なので、今年はその経験を活
かして、時間を見ながら班全
員で楽しめるように動くこと
ができました。自分で振り返
ってみても、前よりも今回の
とうぶの方が班長としていい
動きができたなと思います。

１組
バスレク係では、ゲ
ームの事前準備をし、みんな
を楽しませることができよか
ったです。宿舎では、同じ部
屋の人たちと仲良くなれまし
た。集団行動の大変さや、楽
しさ、それから、しっかり考
えなければいけないというこ
とを実感した３日間でした。
次は、もっと上手に行動した
いです。

２組
たくさんの人と関わ
ることができたと思います。
カレー作りの時、グループ全
員で団結して作ったので、火
が大きく燃え、カレーを美味
しく作れました。小学校生活
最後の移動教室を思う存分楽
しむことができました。

３組
とうぶで楽しかった
ことは、
「キャンプファイヤー」
と「ナイトオリエンテーリン
グ」です。私がキャンプファイ
ヤーの中で一番感動したこと
は、最後に「ふるさと」を歌う
時にアドリブで、みんなで手を
つないで歌ったことです。その
時、私は６年生の強いチームワ
ークと友情を感じました。
３組
友達とずっと一緒に
過ごせたからとても楽しかっ
たです。まきに火をつける体験
はなかなかないので、よい経験
ができたと思います。あまり話
をしたことがない人と話すこ
とがでました。友達とより仲が
深まったと思います。３日間、
ずっと笑っていました。

３組
楽しかったことは、生
活班で遊んだことです。自由時
間では、みんなとカードゲーム
をしてより仲が深まったと思
いました。また、ドッジボール
大会では負けてしまったけれ
どおもしろかったです。とうぶ
での生活は短かったけれど、た
くさんの思い出ができてよか
ったです。

