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・整理整とんを
きちんとしよう

コミュニティ・スクールと校舎改築
＜７月行事予定＞
校長 東山 良彦
スケジュール
日 曜
「コミュニティ・スクール」とは何でしょう。それは、 1 木 読み聞かせ 1年公園探索（1-1、1-4） 〈生命尊重週間始〉 飯尾SC
子供たちにとってよりよい環境をつくるために、学校と保
元気アップタイム 4時間授業
2
金
校内研究授業（5年2組のみ5時間授業）
護者や地域住民の皆様が力を合わせて取り組むための仕
3
土
組みです。保護者や地域住民の皆様などが委員となって参
4
日
加する会議体「学校運営協議会」を設置し、学校の運営に
岩崎SC
5
月 全校朝会 委員会活動
ついて意見を述べたり、基本的な方針を承認したりする役
馬三タイム
6
火
保護者会（3年）14:30～（5年）15:00～
割を果たします。そのため、地域の声を活かし、地域と一
保護者会（6年）14:30～（2年）15:00～
体となって特色ある学校づくりを進めることができます。 7 水 水曜教室（3・5・6年）
〈生命尊重週間終〉
大田区でも令和４年度からコミュニティ・スクールを設置
読み聞かせ
8
木
飯尾SC
保護者会（1年）14:30～（4年）15:00～
することを目指しています。今年度は「コミュニティ・ス
児童集会 安全指導 元気アップタイム
クールモデル事業」を小・中学校５校でスタートしました。 9 金
10 土 学校公開（1または4校時） 分散登校
そのうちの１校が本校です。
11 日
先日、これまでも本校の学校運営を支えていただいてい
12 月 全校朝会
岩崎SC
る地域教育連絡協議会の委員の皆様に集まっていただき、
13 火 馬三タイム
第１回学校運営協議会として会議を行いました。その様子
14 水 出張プラネタリウム（4年） 水曜教室（3・4年）
を御紹介します。
15 木 読み聞かせ 縦割り遊び（通常より20分遅れの下校・掃除なし） 飯尾SC
学校からは、学校経営の基本方針を基に、よりよい学校
16 金 児童集会 避難訓練（不審者対応）
作りを目指して「チーム馬三」で取り組んでいることを伝
17 土
えました。
（コロナ禍でも子供たちは工夫や我慢をしなが 18 日
ら元気に学校生活を送っていること。教職員は子供たちの 19 月 全校朝会 池上警察署による交通安全の講話 給食終 岩崎SC
安全を最優先しながら、できるだけ多くのことを経験・体 20 火 終業式 みかぐら講習会（4年）
験できるよう互いに知恵を出し合い、より適切な教育活動
夏季休業日始
〈夏休み歯磨きカレンダー始〉
21 水
岩崎SC
「夏休み自由研究大作戦」（馬込図書館調べ学習）
を考えていること。保護者や地域の方にもお手伝いをいた
22 木 海の日
だきながら今後も取り組んでいくこと。などなど）
23 金 スポーツの日
〈東京2020オリンピック始〉
また、委員の皆様からも「いろいろと課題・意見・解決 24 土 東京2020大会競技観戦（5・6年）
策を互いに出し合いながら進めていくべき。学校がよりよ 25 日
い方向になるよう地域は協力する。
」
「現役保護者と世代が 26 月 夏季水泳指導
違っても、一緒にやっていこうと思う。モデル校だからこ 27 火 夏季水泳指導
28 水 夏季水泳指導
うでなければならないとは思っていない。今までに地域と
29 木 夏季水泳指導
学校がやってきたことを続けていきたい。
」
「学校運営協議 30 金 夏季水泳指導
会の委員はいろいろな立場の人がいるとよい。これからも 31 土
SC：ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
長く馬三に関われる人がよいのではないか。
」
「メンバーに
は女性も入るとよい。
」
「地域の方を含め、たくさんの大人 ＜8 月の予定＞
8 月 26 日（木） 登校日 通常登校・10 時下校
が、よりよい学校にするために話し合っていることが分か
8 月 27 日（金） 東京 2020 大会競技観戦 ３・４年
りとてもよかった。
」
「ＰＴＡはもちろんだが、お父さんの
会も運営に入るとよい。
」など、たくさんの御意見をいた
＜学校公開について＞
だきました。学校をよりよくしようと考えていただいてい
１学期の学校公開は、２グループに分けて実施いたします。
る委員の皆様の、学校への熱い思いを改めて感じました。
〇公開日時 ７月１０日（土）
A グループ １校時 （8：30～9：15）
ありがたいことです。
B グループ ４校時 （11：25～12：10）
そして、最後にお伝えしたいことがもう一つあります。
※２，３校時の授業は公開しません。児童は分散登校です。
会議の中でも「校舎改築があり、この地域の将来にとって
A グループ児童（8：10 登校、11：10 下校）
ターニングポイントとなる。
」という発言がありました。
B グループ児童（9：25 登校、12：10 下校）
明日７月１日から、保護者・地域の皆様に校舎改築工事に
〇保護者について
・児童一人につき、保護者１名の参加です。
関するお知らせが配られます。
「街が学校を育む」という
・「健康状態チェックリスト」を受付に御提出ください。
基本方針で改築工事を進めています。
「新しい馬三を創る」
・上履き（下履き入れ）を持参ください。
を合言葉に、御理解と御協力をお願いいたします。
・感染対策（手指消毒・マスク着用）に御協力ください。

＜水泳学習について＞
水泳委員長
今年も水泳の季節がやってきました。６月 21 日(月)から水泳学習が始まりました。プール開きの児童代表の言葉では、
「久しぶりのプール」や「忘れているかもしれない」という言葉がありましたが、一年ぶりのプールをとても楽しみにしている
様子が伝わってきました。特に今年度は、例年と異なった水泳学習の実施となっています。クラス単位の学習や友達と距
離を取こと、黙ったまま行動することなど、子供たちは新しい約束事を一生懸命守ろうとしています。年２回程度という中
で、子供達は１回１回を大切にしながら、授業中は真剣に取り組み、授業が終わると「もっと泳ぎたかった。」「楽しかっ
た。」等、とても前向きな言葉を話しています。
水泳は、水に体を浮かばせて楽しむという陸上とは異なる運動の特性があります。安全面にも気を付け、水に触れる楽
しさや面白さが感じられる学習になるよう、水泳学習を行っていきます。

＜３年生 社会科見学＞
６月２２日（火）に３年生は初めての社会科見学に行ってきました。馬三小で今年初の校外学習でしたが、みん
なで声を掛け合いながら、一日しっかりと頑張り切り、学校代表としての責任を果たしました。初めての経験を通
して、一人一人いろいろな気付きや学びがあったようです。今回はその一部を御紹介します。
〇わたしの中で心にのこっていることは、池上本門寺で 〇ぼくは、羽田空港を見て、はたらく人がいないと空港
の９６段の階段です。９６段の前に立った時、見た目で はなりたたないと思いました。なぜなら、ひこうきいが
は「楽しょうだ。
」と思ったけれど、いざ上ってみたら いに、ひこうきをおしたり、あんないしたりする車があ
とてもつかれました。９６段上るまで大へんだったけれ ったからです。空港にはたくさんはたらく人がいるんだ
ど、一生けんめいがんばりました。
と気づきました。
〇ぼくが社会科見学で思い出にのこっていることは、羽
田空港の第二ターミナルでひこうきがりりくするしゅ
ん間を見られたことです。りりくするしゅん間を見たこ
とがなくて、ぼくもみんなもこうふんしていました。と
てもうれしかったです。
〇ぼくが思い出にのこっている場所は、大森のりのふる
さと館です。のりのことを調べていっぱいメモを取りま
した。ぼくのがんばりたいことがメモをたくさん書くこ
とだったので、それができてうれしいです。これからも
調べ学習をがんばりたいです。

〇わたしは、トラックターミナルにきょう味を持ちまし
た。トラックターミナルでは、トラックが多くてびっく
りしました。なぜかというと、写真で見た物と実さいに
見た物とでは、ちがっていたからです。今度は、トラッ
クの数を数えたり、どんな荷物があるのか知りたいで
す。
〇ぼくは、ひこうきのりりくがいんしょうにのこりまし
た。のっていてもあまりわからないことが見られたから
です。りりくするための助走がいっぱいいることを知り
ました。はく力まんてんのりりくをおいかけて見たほ
ど、すごかったです。

〇ぼくは、のりのようしょく場をうめ立てずに残してほ
しかったです。なぜなら、ぼくはのりが大好きだし、地 〇一番心にのこったのは、羽田空港でひこうきを間近に
産地消でたくさんの人に大森ののりを食べてもらいた
見たことです。かっそう路をギュウーンと大きな音を立
いからです。
てて空へとび立つ様子を目の前で見られてうれしかっ
たです。家から見るよりもずっとずっと大きくてはく力
〇羽田空港から飛び立つ飛行機を３台見られました。２ がありました。行く前に、校長先生がお話されためあて
台の飛行機はスカイツリーのある方へ行ったのでここ
もしっかりと守れてよかったです。みんなと楽しく行け
より北の方の北海道に行くのかなと思いました。
たのもよかったです。
〇大きなバスにのることができて、ゆめがかなったよう
な気がしました。ガイドさんが大田区のことをていねい
に説明してくださったり、運転手さんがバスが着いたと
きに「いってらっしゃい」
「おかえり」と声をかけたり
してくれました。また会えたら、
「あの時はありがとう
ございました。
」ともう一度伝えたいです。

〇わたしが一番すごいなと思ったのは羽田空港です。予
想よりもずっと大きかったです。大田区は空港があって
日本全国、世界中から人が集まる場所だと知りました。
自分のまちの色々なことが分かってよかったです。

〇ぼくは、社会科見学でメモをとれるか心配でした。で
も、やってみたらとても楽しかったです。大森のりのは
く物館にはたくさんの道具があって、書ききれないほど
でした。空港へ行くと中のけしきはとてもきれいでし
た。

