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〔今月の生活目標〕
大田区立馬込第三小学校

・身の回りを清潔に健

令和２年６月号

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

〈６月行事予定〉

学校再開
校長 東山 良彦
日 曜
ようやく学校に子供たちが戻ってきました。校内
1 月
で子供たちの笑顔が見られる「学校の当たり前」が、 2 火
とてもうれしく感じられます。
3 水
しかし、感染症の拡大が完全に収まったわけでは
4 木
ありません。そのため、子供たちが楽しみにしてい
5 金
た行事等にも変更があります。残念ながら今年度の
6 土
中止が決まったものは、水泳指導､小学生駅伝大会､
7
日
遠足(１～４年)､移動教室(５・６年)､音楽鑑賞教室
(５年)､こころの劇場(６年)などです。また、夏季
8 月
休業も短縮されます。甲子園大会が中止になった連
9 火
絡を受けた高校球児の姿がニュースで報じられて
10 水
いましたが、同様に、本校の子供たちのがっかりし
11 木
た顔が思い浮かびます。気持ちはよく分かります。
12 金
さらに、楽しさだけでなく、体験から学ぶことが多
13 土
い行事ができないことで、様々な力を伸ばす機会が
14 日
減ってしまうわけですから、大変残念なことです。
15 月
しかし、悔やんでいても変わるわけではありませ
ん。子供たちの素直な気持ちは受け止めつつ、少し
16 火
でも早く気持ちを切り替えていきたいと思います。
17 水
｢今できないこと｣をいつまでも考えるのではなく、
18 木
｢今でもできること｣｢今だからこそやるべきこと｣
19 金
等、子供たちが前向きな気持ちで取り組むことがで
20 土
きるように、学校での新しい過ごし方を工夫しなが
21 日
ら進めていきます。御協力をお願いいたします。
22 月
そして、何より大切にしたいことは、子供たちの
23 火
心身の健康です。ウイルスに感染しないように心が
けることは大切ですが、それでも、誰もがいつ感染
24 水
するか分からないのが現状です。感染した人を責め
25 木
るようなことは絶対にさせず、具合が悪いときはす
26 金
ぐに伝えられるようなあたたかい雰囲気の学校で
27 土
ありたいと思っています。また、長い休み明けなの
28 日
で、心配なことがあっても当たり前です。いつでも、
29 月
誰でも相談に乗ります。安心して登校できるように
30
火
学校は子供たちを待っています。

＜サポートルームを紹介します＞
サポートルームでは、
「もっとうまく自分の気持
ちを伝えられるようになりたい」
「もっと集中できる
ようになりたい」
「今よりもノートに文字を書いたり
計算をしたりすることがスムーズにできるようにな
りたい」など、一人一人のニーズに合わせた指導を
行っています。個別指導や小集団指導を通して、自
分に合った学習方法を身に付けたり、友達とのかか
わり方や自分の気持ちの伝え方などの学習をしたり
しています。サポートルームの担当教員は本校も含
め、近隣３校を巡回し、指導しています。本校のサ
ポートルームは、今年度月曜日と木曜日に利用でき
ます。御質問、御相談等ありましたら、御連絡くだ
さい。
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１学級を２グループ
Ａ・Ｂに分けて登校
学級活動と２時間授業
10日（水）より給食開始

分散登校４

１５日（月）より午前と午
後のグループを入れ替
える
詳しい時程については
学校ホームページや配
布したおたよりを御覧く
ださい。

２２日以降の予定については、後日お知らせします。
6月1日（月）～5日（金）
１３：３０から１５：３０まで、校庭を活動場所
として提供します。

状況に応じて変更する場合があります。
その場合は、学校緊急メールシステム
や学校ホームページでお知らせします。
ホームページの確認をお願いします。

＜馬三インフォメーション＞
もやしのカレー風味

材料
分量（4 人分）
にんじん…………40ｇ（中 1/5 本）
もやし ………… 200ｇ
カレー粉 ………… 小さじ 1/2 弱
サラダ油 ………… 小さじ 2 強
酢 ………………… 小さじ 2 強
Ａ しょうゆ ………… 小さじ 1 強
塩 ………………… 少々
砂糖 ……………… 小さじ 1 強
粉辛子………………少々

※ドレッシングにカ
レー粉を入れるので
はなく、茹で水に入れ
るのがコツです。た
だ、鍋が黄色くなるの
で色が付いてもかま
わない鍋で茹でてく
ださい。
梅雨に入ると、湿気や
蒸し暑さで食欲が落
ちますが、梅などの酸
味やカレーなどのス
パイスを活用すると
食欲もアップします。

① にんじんは、せん切りにする。
② もやしはよく洗っておく。
③ 鍋に湯を沸かしカレー粉を加え、にんじんを入れ少しし
たらもやしも加え茹でる。茹であがったらザルにあげて
水をきっておく。
④ Ａを鍋に入れ加熱し、冷ましておく。
⑤ ③に④のドレッシングをかけ、混ぜ、器に盛りつける。

～着任教員の挨拶～
６月１日より赴任しましたＫ・Ｋです。この３月
ので、戻って来ることができてうれしいです。好きな まで、北海道東部にある釧路市青葉小学校で２年生
ことは、歌うことと舞台鑑賞です。運動はあまり得意 の担任をしていました。初めての東京での勤務とな
とはいえませんが、毎日ストレッチと二重跳びをし りましが、子供たちが楽しく学校に通えるよう努力
て、学校スタートに備えています。どうぞよろしくお したいと思います。よろしくお願いいたします。
願いします。
１年４組 担任 Ｋ・Ｔ
２年３組 担任 Ｋ・Ｋ
私が教員の第一歩を踏み出したのは大田区だった

今年度から新しく馬込第三小学校の教員になりま

かつて保護者としてお世話になった、馬込第三小学

したＮ・Ｋです。子供たちと一緒に学び、仲良く楽し

校に講師として戻る機会に恵まれました。これから本

く毎日を過ごしたいと思っています。子供たちのため

格的に始まる学校活動に、微力ながら力を尽くして参

に日々全力を尽くしていきますので、ぜひよろしくお

ります。どうぞよろしくお願いします。

講師

願いいたします。 ３年２組 担任 Ｎ・ Ｋ

Ｙ・Ｎ

世田谷区立尾山台小学校から転任してまいりまし

馬込第三小学校での生活を楽しみにしていました。

た。馬三の子供たちと過ごすことをとても楽しみにし

今年は、学校が始まっても何かと不自由なことがある

ておりました。学びと笑顔がいっぱいの毎日にしたい

でしょうが、子供たちが、
「学校は楽しいな。
」と、笑

と思います。子供たちの良さを伸ばしていけるよう精

顔で過ごせるように努めて参ります。どうぞよろしく

講師 Ｋ・Ｙ

一杯努力して参ります。よろしくお願いいたします。 お願いいたします。
３年３組 担任 Ｓ・Ｋ

はじめまして。3 年 1 組の図工を担当します。興味
江戸川区立東小岩小学校から転任して参りました

の幅が広がる３年生と絵や工作の活動に関わってい

Ａ・Ａです。子供たちと元気いっぱい体を動かし、い

けることを楽しみにしています。1 年間よろしくお願

ろいろな考えをもち、楽しい毎日をおくっていけると

いします。

講師

Ｍ・Ｍ

いいなと思っています。この地域のいいところもたく
さん見付けていきたいです。
４年２組 担任 Ａ・Ａ

２年ぶりに、再び講師としてお世話になります。馬
三の元気で、礼儀正しい子供たちと一緒に学習できる
ことを楽しみにしています。今年度は、国語を担当さ

初めまして。今年度、新規採用で馬込第三小学校の

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

講師

教員になりましたＵ・Ｋと申します。子供たちに負け す。

Ｍ・Ｈ

ないパワーで、子供たちと共に成長していきたいと思
います。よろしくお願いいたします。
４年３組 担任 Ｕ・Ｋ

大田文化の森情報館に、約１３年勤務しておりまし
た。学校図書館での勤務は初めてですが、司書として
１冊でも多く、本と人とを橋渡しできるように「日々

世田谷区立等々力小学校から転任して参りました
Ｉ・Ｔです。子供たちと毎日笑顔で生活できることを

是精進」をモットーに頑張っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

楽しみにしています。子どもたちの成長を見守り、
支えていくために精一杯努力して
参ります。どうぞよろしくお願い
いたします。
５年１組 担任 Ｉ・Ｔ

読書学習司書 Ｉ・Ｋ
お別れの言葉

馬三小初の読書学習司書として２年間勤めました。
悩んでいた時も子供たちが笑顔で図書室に来てくれ
る姿に励まされました。読み聞かせボランティアの皆
様にも大変お世話になりました。未曾有の状況下では
ありますが、馬三の皆様の幸せをお祈りしています。
ありがとうございました。

読書学習司書 Ｔ・Ｔ

