学校だより

〔今月の生活目標〕
大田区立馬込第三小学校 ・ていねいな言葉づか
令和２年１０月号

http://www.ota-school.ed.jp/magomedai3-es/index.html

新しいかたちの生活
副校長 伊東 瑞穂
秋の全国交通安全運動が 9 月 21 日から 30
日の期間でありました。子供が交通事故に遭
遇した報道を耳にすることは、何よりも悲し
く心が痛いです。難しいことかもしれません
が交通事故ゼロの世の中を目指し、まずは大
人が自分の行動に気を付けなければと思いま
す。幸せなことに馬込第三小学校の子供たち
には、雨の日も風の日も登下校の安全を見守
ってくださっている多くの大人の方々がいら
っしゃいます。時には、「◯◯さんが、今通
過しました。いつもより遅く元気がないので
声を掛けたら、◯◯なことがあったようで
す。」と、わざわざ御連絡をくださることもあ
ります。お陰様で、一人でぽつんと登校した
児童を校門で出迎えることができ、元気が出
にくかった児童も気持ちを切り替えて学習に
向かうことができました。MSP（馬込セーフ
ティパトロール）の皆様、PTA、各関係者の
皆様、いつもありがとうございます。心より
感謝申しあげます。学校でも道路歩行だけで
はなく自転車の乗り方や遊び場所（道路では
遊ばない）についても指導を続けます。これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。
さて、6 月からの再開後の学校では「なる
べくお隣さんと距離をとりましょう」
「なるべ
く声を出さない工夫をしましょう」
「マスクを
しましょう」「手を洗いましょう」。こんな声
掛けがすっかり日常になっています。昨年度
までは、遊びや勉強の中で当たり前にできて
いたことが、今は我慢しなければならないこ
とになったり、反対に、今まではやらなくて
もよかったことを今はやらなければならない
ことになったりと、常に新型コロナウイルス
感染症拡大防止を考えながら生活をする日々
がまだまだ続いています。そのため、多くの
場面が新しいかたちの生活様式に変わりまし
た。しかし、こんな中でも昨年度同様のこと
もあります。それは、運動会の練習や準備に
元気に取り組む子供たちの姿です。今年度は
感染症拡大防止対策のために今年度の運動会
は規模や内容を縮小し、時間も短い運動会と
なります。さらには、子供たち、保護者の皆
様の安全を確保するため、参観は御家族の方
（一家庭 2 名）のみとさせていただきました。
そのため、子供たちがより一層力を発揮でき
ていた源でもある、地域の皆様からいただく
熱い声援もありません。少し寂しい感じの運
動会を想像してしまいますが、そこはいつも
元気な馬三の子供たちが、みんなで力を合わ
せて前向きに力一杯楽しく頑張ってくれると
信じています。感染症の収束後はまた、多く
の皆様から御声援をいただける日を楽しみに
していますのでどうぞよろしくお願いしま
す。

いをしよう。

〈１０月行事予定〉

スケジュール

日 曜
1

木 都民の日

2

金 ２次尿検査（該当者）

3

土 運動会

4

日 運動会予備日

5

月 振替休業日

6

火 運動会予備日（１・３・５年午前中）

7

水 運動会予備日（２・４・６年午前中）

8

木 内科検診（２・５年）

9

金 安全指導 教育実習終 視力検査（２年）

10

土

運動会リハーサル 放送開会式（全学年５校時）
岩崎ＳＣ

放送閉会式 ２次尿検査（追加）

飯尾ＳＣ

11 日
12

月 放送朝会 校内早寝早起き朝ご飯週間始

岩崎ＳＣ

13

火

飯尾ＳＣ

14

音楽朝会（３・４年） 水道キャラバン（４年）
水 水曜教室（３・４年） 歯科検診（２－１．２－２．５年）

15

木 読み聞かせ 避難訓練

16
17

金 校内早寝早起き朝ご飯週間終
土

18

日

19

月 放送朝会

20

火 サントリー出前授業（４年）

21

水 水曜教室（５・６年）

22

木 読み聞かせ 生活科見学予備日（１年）

23

放送児童集会 校内読書家読月間終
金 視力検査（１年）

24

土

25

日

26

月 放送朝会

27

火

28

水 水曜教室（３・４年）

29

木

30
31

生活科見学（１年） 内科検診（３・４年）

岩崎ＳＣ

自転車シミュレーター（３年） 耳鼻科検診（３・４・５年）
飯尾ＳＣ

岩崎ＳＣ

生活科見学（２年） 歯科検診（１－１．１－２．３年）

読み聞かせ 社会科見学（５年） 内科検診（１・６年）
飯尾ＳＣ
縦割り班遊び（給食後 １～３年下校１４：１５
金 ４～６年下校１５：０５） 生活科見学予備日（２年）

土

◎運動会の詳しい日程や受付方法、観覧場所等について
は、９月９日付で配布いたしました『運動会のお知らせ』
を御覧下さい。新型コロナウイルス感染症対策への御協
力をよろしくお願いいたします。

＜読書活動について＞
図書主任 菅田 佳代

＜馬三インフォメーション＞
～～～PTA 選考部より御礼とお願い～～～

コロナの影響もあり、今年は子供たちが図書館を利

令和３年度 PTA 役員推薦及び役員希望調査を 9 月

用できる時間が少し少なくなっています。しかし、家

18 日から 10 月 2 日までオンライン回答にて受け付け

で過ごす時間は増え、本に親しむ時間も増えているの

中です。
（全員回答対象）既に御回答くださいました

ではないでしょうか。

皆様、ありがとうございます。子供たちの笑顔のた

読書の秋。10 月は読書月間・家読（うちどく）月

めに是非御協力ください。

〈PTA 選考部長 藤嶋〉

間です。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、本の内容を話し合ったり本を通じた
親子の時間・家族の時間を過ごしてみてください。

～運動会に向けて
運動会スローガン
「チーム馬三 共に戦い
新たな一歩を 突き進もう」
1 年生
あいうえおどろう♬
ひらがなをマスターした１年生にぴったり
の曲に合わせて、ノリノリに踊ります。「みん
なで」を合い言葉に、踊りが綺麗にそろうよう
に練習しています。練習中も、歌詞を口ずさみ
ながら、笑顔いっぱいに楽しく踊っています。
かけっこでは、前を向いて、まっすぐに、手
をよく振って走ります。当日、温かい拍手をお
願いします。
2 年生 Let’s Nawatobi Dance!
2 年生の今年のテーマ「ソーシャルディスタ
ンス」です。新しい生活様式にぴったりのダン
スを構成しました。曲のリズムに乗りながら縄
跳びをします。友達との距離は少し遠いです
が、心をひとつに頑張りますので大きな拍手を
よろしくお願いいたします。
50 メートル走では、まっすぐ前を見つめて
一生懸命走ります。学年が上がり成長した姿
を、楽しみにしていてください。
3 年生
紅蓮華 ～１２２輪の花～
紅蓮華の曲の雰囲気に合うかっこいいダン
スが踊れるように、一生懸命練習に取り組みま
した。曲の後半には自分たちで振りを考えたク
ラスごとのダンスや、傘を使っての演技があり
ます。気持ちのこもった表情や動きも見逃せま
せん！３年生の気合いの入ったかっこいいダ
ンスをお楽しみください
８０ｍ走では、運動会で初めてカーブを走り
ます。盛大な拍手をよろしくお願いします。

各学年～

4 年生 Sense of 扇子
クラスカラーの扇子を使って、曲に合わせて
踊ります。和楽器を使った音楽の雰囲気に合
うように、腰を落として踊る場面を取り入れ
たり、扇子の形が客席によく見えるように工
夫して表現したりしました。また、休み時間
など合間を見付けて自主的に励む姿も見られ
ました。
８０ｍ走では、カーブでスピードを落とさ
ず走ることができるように頑張ります。応援
よろしくお願いします。
5 年生 琉球舞踊 馬三の舞
沖縄の踊り「エイサー」を、故郷を思った
歌「島人ぬ宝」にのせて踊ります。振りは、
友達と教え合い励まし合いながら一生懸命覚
えました。心を一つに、太鼓の音をそろえて
いきます。大きく回るダイナミックな動きも
見所です。
１００ｍ走では、ゴールまで力いっぱい走
り切ります。子供たちの頑張りにぜひ応援を
よろしくお願いいたします。
6 年生 Don’t Stop My Flag～１１８人で奏でるハーモニー～
６年生の表現は三部構成になっています。
第一部はアップテンポな音楽に合わせてブリ
ッジなどの技をリズミカルに全身で表現しま
す。第二部はフラッグを大きくダイナミック
に振り、６年生の力強さをお見せします。第
三部はミュージカルの音楽に合わせて、一人
ではできない集団の美をお楽しみください。
６年生全員が心の中で気持ちを組み合わせた
演技にぜひ御期待ください。
１００ｍ走も小学校生活の集大成として
正々堂々、全力で取り組みます。

