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・ていねいな言葉づか
いをしよう
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〈１０月行事予定〉

実り、食欲、スポーツ、読書の秋
副校長 伊東 瑞穂
朝夕が涼しく感じられる頃になり、爽やかな秋空
を見る日も増え、本格的に「秋」を感じるようにな
ってきました。秋と言えば「実りの秋、食欲の秋、
スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋・・・」いろい
ろと頭の中に浮かんできます。現在、日本ではラグ
ビーのワールドカップが開催中です。本校では 6 日
のドッジボール大会に向けて、猛特訓中です。御担
当の PTA の皆様ありがとうございます。
さて、本校の特色の１つに「食育」があります。
先日、
「給食試食会」を開催しました。ほとんどの
公立小学校の昼食は「給食」です。給食は昭和２９
年発令（平成２０年に一部改正あり）の「学校給食
法」に則り提供しています。おいしさは当然ですが、
栄養価や組み合わせ（バランスのよさ）見た目、使
用する食材（旬）・食器、そして何より安全に配慮
した食事の提供をしています。今回の試食会の献立
は「さつま芋ごはん・さんまの筒煮・磯あえ・沢煮
椀・牛乳」でした。一食一食、旬の食材を取り入れ
子供たちの健康に優しい味付けや野菜の切り方な
ど、いろいろな工夫について説明する栄養士の話
に、参加してくださった保護者の皆様は、熱心に耳
を傾けてくださり、最後には温かい感謝のお言葉も
たくさんいただきました。いただいた感想をもと
に、さらによい給食を提供できるよう努力して参り
ます。中心となって計画・実施してくださった文化
部の皆様、どうもありがとうございました。食育教
育のゲストティチャーとして毎回、お世話になって
いる久保田様が、とある授業で「自分の食べたもの
が自分の体を作る」とお話されていました。全くそ
の通りです。食事はただ空腹を満たすための手段で
はなく、大きな役割があります。朝御飯は１日の力
の源となり、しっかり食べて登校できると午前の活
動や学習に意欲や満足度が増します。また、夜は家
族や誰かと一緒に楽しく食事や話をすることで、心
もリフレッシュして次の日に備えられます。子供た
ちが今、食べているものがこれからの体を作ってい
ます。何をどう食べるか（提供するか）は、子供た
ちだけではできません。保護者の皆様の御協力があ
ってこそ成立します。これからの日本を担っていく
大切な子供たちです。心身ともに健やかに成長して
ほしいと願うのは全大人共通の思いです。お忙しい
とは存じますが、御協力よろしくお願いします。
29 日にまごめ園の幸陽祭で、本校の金管バンドサ
ークルが演奏させていただきました。子供たちは発
表の機会をいただき、「練習の成果を披露できる。
」
と、いつも以上に練習に力が入り、当日は大勢の皆
様に聴いていただきました。また、たくさんのお手
伝いもいただきました。どうもありがとうございま
した。１２日の運動会では、保護者の皆様にも素敵
な演奏を披露させていただきます。演奏はもちろん
ですが、運動会の演技や競技への御声援もよろしく
お願いします。

日 曜

スケジュール

時程

1

火 B6 都民の日 校内読書家読月間始

2

水 B4 水曜教室(６)

3

木

運動会全体練習①

4

金

運動会係活動(５・６年 ６校時)

5

土

茶道教室

6

日

青少対ドッジボール大会

7

月

委員会活動

8

火

運動会全体練習①

9

水 B4 運動会全体練習① ４年３組のみ５時間授業

10

木

11 金 A4 運動会リハーサル 前日準備(6年)
12

土

運動会 馬込月見祭り

13

日

運動会予備日

14

月

体育の日

15

火

振替休業日

16

水

B 運動会予備日

17

木

ブラインドサッカー(４年)

18

金

生活科校外学習(１年)

19

土

早寝早起き朝ご飯週間始

20

日

21

月

避難訓練 起震車体験(４年)

22

火

即位礼正殿の儀

23

水

B 小中一貫教育の日

24

木

読み聞かせ 歯科指導(2.4.5年) 早寝早起き朝ご飯週間終

25

金

オリパラ・80周年記念民族楽器アンサンブルコンサート
⑤

26

土

27

日

28

月

クラブ活動

29

火

生活科校外学習(２年) 総合GT授業(３年)

30

水

31

木

B
読み聞かせ 80周年記念クラシックコンサート③④
校内読書家読月間終

◎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)

＜読書活動について＞
図書主任

１０月
菅田

佳代

開校 80 周年を記念して、図書室前に馬三コ
ーナーを設けたり、書架を増やしたり。読書学
習司書とともに、子供たちが本を読みたくなる
ような図書館を目指して取り組んでいます。
読書の秋。10 月 1 か月間は読書月間・家読
（うちどく）月間です。過ごしやすい気候にな
りました。親子で読み聞かせをしあったり、静
かな読書の時をもったり、本と一緒の時間を過
ごしてみてください。

5 日(土)4 回茶道教室

午後 1:00～

6 日(日)ドッジボール大会

午前 8:20 集合

12 日(土)80 周年記念大運動会

1年

馬込中学校

午前 8:45～

雨天時 13 日（日）(13 が雨天の場合→16 日(水)となります)
12 日(土)馬込の月見まつり
俳句コンテスト表彰式

午後 4:00～

馬三小 ダンス部出演

午後 4:30～

※電話機の自動応答についての再度のお知らせ
★10 月 1 日（火）から電話機の自動応答が始まります。
御用の方は平日午前 7:30～午後 6:00 の間に御連絡ください。

～運動会に向けて
８０周年記念大運動会
スローガン 「全力で未来へはばたけ
チーム馬三」

＜馬三インフォメーション＞

各学年～

4年
４年生の表現（ダンス）のテーマは「笑顔
で８０周年 smile together」です。周りを笑
顔にできるよう、全力で楽しんで踊り切るこ
とを目標に練習に取り組みました。団体競技
の「ヒッパリ ヒッパレ」では、赤組と白組
で棒を引き合い、取った棒の数で勝敗を競い
ます。８０メートル走も、一人一人が一生懸
命走ります。全力で頑張る子供たちに応援を
よろしくお願いします。

はじめよう！やってみよう！たのしもう！
入学して半年目の１年生にぴったりの曲に
合わせてのりのりで踊ります。振りも表情も
「キレッキレッ」を合い言葉に練習していま
す。小学校に入学して、「はじめよう！たのし
もう！やってみよう！」と頑張って大きくなっ
た１年生です。当日前の励ましとともに、当日、
温かい声援をお願いします。
5年
高学年の仲間入りをして初めての運動会。
2年
力や体力を必要とする競技が増え、真剣に練
表現「ガッツ」は旗を使った表現に挑戦しま 習に取り組んでいます。団体競技「騎馬戦」
す。元気いっぱいの２年生が、みなさんにエー は、４人で息を合わせて力いっぱい戦います。
ルを届けます。団体競技「わっしょい！大玉」 表現「ソーラン節∞」は、練習を重ねるたび
では、４人組で御神輿のように大玉を乗せて落 に大きく力強く演じられるようになりまし
とさないように運びます。今年は順番待ちをし た。手作りの法被をまとい、全力で舞います。
ている児童の間を大玉送りするのでひととき
も気が抜けません。
6年
小学校生活最後の運動会。徒競走・騎馬戦・
3年
組体操、全てにおいて全力投球。１１３名の
学校生活を元気いっぱい送っている３年生。 仲間たちが協力しながら、運動会を大成功さ
表現ではいつもとは少し違う、格好いい姿を見 せます。最高学年としての頑張りにぜひご期
せられるよう練習に取り
待ください。
＜お願い＞
組んでいます。一つ一つ
今年度は、児童の御家族の皆様には入校証か学
の演技を大切に、一生懸
年カラーのリボンを付けて入場していただくこと
命踊っている子供たちに
にしました。御来賓・地域の方々は、受付でリボ
温かい声援をお願いしま
ンをお渡しします。児童の安全確保のために、御
す。
理解の上、御協力ください。

