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子供たちのために何ができるか
校長 東山 良彦
２学期が始まり、１週間が経ちました。子供たち
は暑さに負けず元気に過ごしています。しかし、ま
だまだ感染症や熱中症の防止のために、様々な対策
が必要です。密を避けるために明日の引渡訓練を一
年生のみとしたこともその一つです。登下校時のミ
ストシャワーは子供たちが喜んでいます。また、遠
足や移動教室の中止など、行事の開催が難しい中、
子供たちが活躍する姿を保護者の皆様に御覧いた
だくためには、どうしたらよいかを模索しながら、
運動会や音楽発表の実施方法を検討しています。
大田区も様々な対応をしています。来校者の検温
のためにサーモグラフィーが各校に配られました。
また、万が一再び臨時休校になったとしても学習の
保障をするために、オンライン学習の環境整備も進
めています。その一環として「まなびポケット」が
学校外からも利用できるようになりました。このこ
とについては、夏季休業直前にお知らせをお配りし
ただけで、御家庭への説明が十分でないまま開始し
てしまったため、御心配なさった方もいらっしゃる
ことと思います。特に、「チャット機能」について
はお知らせでは触れていませんでした。申し訳あり
ませんでした。後日お知らせやホームページ等で御
説明する予定ですが、ここで概要を御紹介します。
「まなびポケット」は、ドリルや調べ学習など、
学校での学習でも活用しますが、家庭でも自主学習
できるようになっています。子供たちには学年の発
達段階に応じて指導を進めていきます。その他に
「チャンネル」機能があり、担任から課題を出した
り、子供たちから課題を集めたりできます。また、
子供同士のコミュニケーション（チャット）もでき
ます。この主なねらいは「友達とつながることや禁
止事項を学ぶこと」です。早速利用した子の中には、
友達にドリルの進み具合を尋ねたり、社会や理科の
問題を出し合ったり、しりとりをして楽しんだりし
ている子供たちもいました。その中でもすばらしい
発言がありました。それは、
「チャットのルール 下
ネタ✕ 相手が嫌になる言葉（悪口など）は✕ 相手
が嫌になるからやめてね みんなで楽しいチャット
にしようね」です。ＳＮＳのデメリットの一つが、
誹謗中傷や仲間はずれ等のいじめに関わる問題で
す。子供自身がこのような呼びかけをしたことは大
変うれしいことです。まだ慣れていない子供たちに
とって、失敗はつきものです。学校も「ＳＮＳ馬三
ルール」をもとに、学ぶ場を設定していきますが、
御家庭でお子さんと「ＳＮＳ家庭ルール」について
話をする機会をつくっていただけないでしょうか。
今後ますますＳＮＳを活用する時代になっていく
でしょう。学校と御家庭が連携しながら、子供たち
に正しい使い方やルール・マナーを身に付けさせて
いきたいと思います。御協力よろしくお願いいたし
ます。

て、元気に過ごそう

〈９月行事予定〉
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放送朝会 教育実習始（５年３組、10月９日まで）
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火 区漢字検定 尿検査（全学年）
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月 放送朝会 校内読書家読月間始
体育朝会（１・３・５年）
火
海苔のふるさと館出前授業（４年）
水 体育朝会（２・４・６年） 水曜教室（３・４年）
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飯尾ＳＣ

縦割り班遊び（給食後、１・２年 下校１４：１５
３～６年 下校１５：０５）
飯尾ＳＣ

※令和２年度の「自己評価報告書」（成果指標設定）
を 9 月 1 日に学校ホームページに掲載します。御確認
ください。
◎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

※「まなびポケット」を誰がいつどのように使って 録を受け付けています。詳しくは電話で御確認ください。
いるかは、学校で把握できるようになっています。
チャットは学級内の児童・学校間しか使えません。 (3775-4000)

＜避難訓練について＞

＜馬三インフォメーション＞
生活指導主任

９月１日(火)引き渡し訓練（１年生のみ）

今年度の避難訓練は、新型コロナウイルス対策を考

全員、校庭門からお入りください。

えながら行っています。６月は、学年単位で行い、避

開門

１３：２０～

難経路の確認をしました。７月からは、全学年一緒に

(１３：２０前には開きませんので御注意ください。)

行うようにしていますが、校庭へ避難した際には、間

９月の「茶道教室」は中止となりました。(2 年～6 年)

隔をあけて座るようにするなど工夫をしています。訓

教室再開予定は、早めにお知らせします。

練は、本番を考えて行うことが大切になります。今後

★１１月の土曜授業日と振替休業についてのお知らせ

の訓練でも、今のこの状況だったらどのように行動し

１１月

たらよいか、気を付けることは何かなど、訓練の内容

１１月１４日（土）５時間（給食有り）

を充実させるために、教師も児童も一緒に考えながら

１１月１６日（月）振替休業（お休みです）

７日（土）３時間（午前中のみで給食無し）

取り組んでいきます。

となります。
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