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＜５月行事予定＞

「若葉が萌える季節、馬三小も本格始動です！」
副校長

大野 晋右
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若葉の萌える美しい季節となりました。保護者の皆

1

日

様、地域の皆様には、益々御壮健のこととお喜び申し
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全校朝会 クラブ活動 尿検査一次追加
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憲法記念日
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６年生から「あっ、新しい副校長先生だ！こんにちは、
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遠足（１年） 歯科検診（2-1,2-2,2-3,５年）

よろしくお願いします。
」と声を掛けてもらい、緊張
した気持ちが一気に解き放たれたのは、今後の人生の
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中でも忘れられない思い出になるでしょう。あらため
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食育朝会 委員会活動 早寝早起き朝ごはん週間始

て教師も子供たちに支えられていることを実感した
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安全指導 遠足（３年） 視力検査（６年）
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体育朝会（1,4,6 年） 消防写生会 3・4 校時（2 年）
視力検査（５年）
＜仲道 SC＞
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木

読み聞かせ 避難訓練 視力検査（４年） ＜渡部 SC＞
縦割り遊び 通常より 20 分遅れの下校・掃除なし
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児童集会
歯科検診（1-3,1-4,６年）早寝早起き朝ごはん週間終

１年生も入学式からほぼ１か月が経ち、学校生活に
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学校公開日 土曜授業 セーフティ教室

も慣れてきたように感じます。４月１３日（水）に行
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４時間授業 学級の時間 眼科検診（全学年）＜渡部 SC＞
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４時間授業 遠足（５年） 元気アップタイム
歯科検診（1-1,1-2,４年）
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と同時に、離任された先生方の熱い思いを受け継いで

23

月

教育活動に取り組んでいかなくてはならないという
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きる状況ではありません。学校でも感染症対策を図り
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学級の時間 聴力検査（１年）遠足（４年） ＜渡部 SC＞

ながら、児童の健康管理に努めて、運動会練習等の教
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児童集会 遠足予備日（３年）
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全校朝会 運動会係打合せ（５校時）
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火

1・4・6 年全体練習（１校時） 遠足予備日（５年）

この４月より、品川区立京陽小学校より赴任いたし

瞬間でした。副校長として、子供たちが「毎日、学校
に来るのが楽しみだ！」と笑顔が溢れる馬込第三小学
校になるように務めてまいります。本年度も引き続き
本校の教育活動に御理解と御協力を賜りますようお
願いいたします。

われた対面朝会では、２年生から６年生のお兄さんと
お姉さんから温かい歓迎を受け、最初は緊張していた
１年生の面々も笑顔が溢れるようになりました。１年
・

生も上級生に向けて「一年生になったよ」を元気に歌
い、歓迎に応える姿が微笑ましく、すてきな朝会にな
りました。
４月２２日（金）には離任式が行われました。御都
合が合わずに欠席なされた先生方もいらっしゃいま
したが、御出席くださった先生方に心のこもったメッ
セージを代表児童が伝え、感謝のお手紙を渡しまし
た。全教職員が子供たちの感謝の気持ちに感動したの

思いをもちました。
さて５月に入り、いよいよ運動会への準備が始まり
ます。新型コロナウイルス感染症は、まだまだ油断で

育活動を進めてまいります。御家庭におかれましても
引き続き、手洗いの励行や体調不良時の休養等、感染
予防対策を継続していただきますとともに、バランス
の良い食事や十分な睡眠等、お子様が生活リズムを保
ち、元気に登校することができるよう御協力をお願い
いたします。

４時間授業 全校朝会 個人面談週間始
視力検査（３年）
４時間授業 馬三タイム 視力検査（２年）
尿検査二次回収
４時間授業 体育朝会（2,3,5 年） 自転車シミュレ
ータ教室（３年） 視力検査（１年） 尿検査二次追
加日 水曜教室（３・４年）
＜仲道 SC＞

全校朝会 遠足予備日（1 年）クラブ活動 聴力検査（5 年）

４時間授業 馬三タイム 聴力検査（３年）
個人面談終
４時間授業（１～４年） 聴力検査（２年）
サポートルーム保護者会運動会係打合せ(５・６年）
水曜教室（５・６年）
＜仲道 SC＞

※ 感染症の状況によって、変更することがあります。

＜温かなまなざし＞
生活指導主任 長谷川 俊和

春の交通安全週間では、多くの保護者の方、地域の皆様に温かく見守っていただきながら、子供たちは、
安全に登校することができました。また、一年生の姿を遠くから見守っていらっしゃる保護者の方の姿から、
我が子を想う深い愛情を感じます。今年度も、子供たちのために、教職員一丸となって教育活動を推進して
いきたいと強く思いました。スクールゾーンであっても道路に広がらないで歩くこと、一時停止の標識等を
見付け、交通ルールを遵守すること、横断歩道を歩く際の留意事項等について、今後も、各学級で指導を重
ねて参ります。今後も、保護者の方、地域の皆様と共に、子供たちの成長と未来を見据え、一人一人の安全
な生活のために尽力して参ります。

お別れの言葉～異動された先生方より～
勉強・友達・運動大好きな馬三の皆さんと過ごした
日々の 4 年間が楽しくてあっという間でした。広い校庭、
歴史あふれるいおの森と部屋、素敵な校歌、そして何よ
り馬三を大切に思ってくださっている地域の皆さん。馬
三には自慢できることがたくさんあります。馬三の子供
であることを誇りに思い、これからもたくさんのことを
学んでください。保護者と地域の皆様、大変お世話にな
りました。心より感謝し御礼申し上げます。ありがとう
ございました。
大田区立大森東小学校 伊東 瑞穂
馬三の遊具もたくさんある、広い校庭。息を切らしな
がらおにごっこをしたこと、楽しい気持ちと一緒に思い
出します。毎日沢山笑ってにぎやかに過せました。どこ
かで見かけたら声をかけてください。３年間お世話にな
りました。ありがとうございました。
大田区立徳持小学校 菅田 佳代
馬込第三小学校では、約８年間お世話になりました。
担任と特別支援教室の両方を経験し、教師として成長す
ることができました。馬込第三小学校での経験を活かし
新天地でも精進して参ります。ありがとうございまし
た。馬込第三小学校では、約８年間お世話になりました。
品川区立御殿山小学校 東條 宏美
この学校に来てから、あっという間に６年が経ちまし
た。文字通り右も左も分からないような自分でしたが、
子供たちや保護者の皆様に支えられ、「先生」にしてい
ただいた６年間だったと思います。新天地でも、日々精
進できるように努めていきたいと思います。今まであり
がとうございました。
練馬区立富士見台小学校 髙井 大
サポートルームのスタートから６年間、お世話になり
ました。たくさんの子供たちと出会い、学べたことを心
感謝しています。みなさんの健やかな成長をお祈りして
います。
大田区立中富小学校 岡本 幸子

思い出すのは、子供たちと笑いあったことや保護者・地域
の方々との楽しい会話など、よいことばかり。５年間ありが
とうございました。どこにいても応援しています。
品川区立日野学園 根尾 智子
朝、保健室廊下からコツンと音がします。
箱に出欠席表を届けてくれた音です。「ありがとねー」と
叫ぶと「行って来ます」「お願いします」などの返事がしま
す。毎朝の心が通ううれしい時間でした。気のいい子が多い
馬三。協力的な保護者の皆様にも助けられました。お世話に
なりましてありがとうございました。
大田区立中富小学校 松村 裕美
３年間とても元気で楽しいそして笑顔満開のみなさんと
過ごした日々は、大切な宝物です。四季折々に感じられる馬
三の風！！いつも活気に満ちていました。沢山の思い出をあ
りがとうございました。 石原 まり子
調べてみましたら、２０１５年の４月に馬込第三小学校に
異動してきたようです。７年間在籍したことになります。あ
ともう１年、数字的にも勤務年数的にも８年間在籍すること
になれば良いなと思っていましたが、これも何かの縁でしょ
う。新天地でも（は？）頑張りたいと思います。長い間、お
世話になりました。
大田区立清水窪小学校 中村 隆
馬三小のみなさん、６年間ありがとうございました。１週
間が始まる『月曜日』が、馬三小のみなさんに会える日だっ
たので、私はこの６年間元気に過ごすことができたと思って
います。みなさんの応援団の一員として、いつまでもエール
を送り続けています！お元気で。
岩﨑 寛子
初めて先生になった場所、馬込第三小学校。明るくて優し
い子供たちの笑顔に支えられて、充実した日々を過ごすこと
ができました。馬三小で学んだことを、これから出会う子供
たちに伝えていければと思います。温かく見守ってくださっ
た保護者・地域の皆様、大変お世話になり、ありがとうござ
いました。
調布市立第三小学校 瀬戸 帆波

