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来年度に向けて
校長 東山 良彦
１８日。これは３月の登校日数です。今年度も
残りわずかになりました。子供たちは進学・進級
に向けてラストスパートに入ります。
先日は「６年生を送る会」も行われました。今
年度も感染予防対策のために、全校児童が体育館
に集まって行うことはできません。それでも、今
でもできることを工夫して準備をしてきました。
縦割り班では、お世話になった６年生に向けての
寄せ書きづくりを１月から進めていました。各学
年からの出し物は動画撮影になりましたが、感謝
の気持ちをどう伝えるかを工夫していました。当
日は各教室でモニターを見ながらの会でしたが、
６年生は後輩たちからのメッセージを笑顔で受け
取っているように見えました。また、６年生から
のお返しは、合奏でした。各教室でライブ映像を
観覧する形でしたが、気持ちを一つにして演奏す
る６年生の迫力は、在校生に十分に伝わったと思
います。第２部の最後の縦割り班遊びでは５年生
が中心になって行いました。多少のとまどいもあ
りながら、一所懸命に下学年をリードする５年生
の姿を見て、６年生は安心して卒業することがで
きるでしょう。贈られたメダルをかけて下校する
６年生もいたそうです。すてきな行事でした。
このような引き継ぎを大切にするのは、子供た
ちだけではありません。学校でも、来年度に向け
ての計画を立てています。よりよい馬込第三小学
校にしていくために、話し合いを続けています。
その貴重な資料の一つが、１２月に御協力いただ
いた保護者アンケートです。先日集計結果はお知
らせしましたが、自由記述欄でいただいた御意見
や御要望等に対しての回答もまとまりました。
本校ホームページの限定公開「馬三ポスト」と、
「まなびポケットの保護者チャンネル」でお知ら
せします。６３５名の回答のうち、１８０名を超
える保護者の皆様からいただいた貴重な御意見で
す。これらを課題として真摯に受け止め、解決・
向上のために、総力を挙げて取り組み、来年度に
生かしていきます。
来年度から本校は「コミュニティ・スクール」
となります。地域の宝である子供たちのために、
学校と家庭・地域が一緒になって取り組む仕組み
です。「地域でどんな子供たちを育てたいのか」
を一緒に考え、そのために「いつ、どこで、だれ
が、どのように、何をするのか」を計画します。
コミュニティ・スクールは、学校だけで学校運営
をしていくのではありません。家庭・地域の皆様
も学校運営の当事者なのです。｢やらされている｣
｢やらなければいけない｣｢やらない人がいる｣で
はなく、地域学校協働活動として「できる人が、
できるときに、できることをする」を実践するこ
とを目指します。一人一人が学校運営の当事者意
識をもって参画し、
「チーム馬三」として、一緒に
地域の宝である子供たちを育てていきましょう。
どうぞよろしくお願いいたします。

きれいにしよう

〈３月行事予定〉

日 曜
1

スケジュール

火 馬三タイム 開校記念日
クラブPR集会（３・４・５年）６校時～１５：１０

2

水 水曜教室（５・６年）

3

木 読み聞かせ

4

金

４時間授業（１～５年） はばたきの会（６年）

渡部 SC
5

土

6

日

7

月 全校朝会 ５時間授業

8

火 馬三タイム ５時間授業（１・２・４年）

岩﨑 SC

保護者会（２年）１４：３０～、（４年）１５：００～
9

水 水曜教室（３・４年）

10

木 読み聞かせ 安全指導 キャリア教育（６年）
５時間授業（１・２・３・５年） 保護者会（１年）
１４：００～、（３年）１４：３０～、（５年）１５：００～

11 金 児童集会

渡部 SC

12

土 土曜授業

下校11：35

13

日

14

月 全校朝会 ５時間授業

15

火 馬三タイム

16

水 水曜教室（５・６年）

17

木 読み聞かせ

18

金 児童集会

19

土

20

日

21

月 春分の日

22

火 馬三タイム 卒業式予行（５・６年）

岩﨑 SC

渡部 SC

3 月は予告無しで避難訓練を行います。

1～４年は４時間授業
23

水 給食終 ４時間授業

24

木 卒業式（１～５年は休み）

25

金 修了式 ４時間授業 下校１２：２０

26

土 春季休業日始

27

日 4月6日（水） 始業式 登校 8:10～8:20

28

月（持ち物は学年だよりで確認してください。）
★保護者用チャンネンルと学校HPの馬三ポストに
火
①令和4年度年間行事予定(今後変更もあります)
②令和3年度「本校の教育に関するアンケ－ト」で
水
いただいた御意見・御要望等について
木
を掲載しています。

29
30
31

渡部 SC

研究の１年を振り返って

研究推進部主任

津田 由紀子

今年度本校では、研究主題を「自ら考え、すすんで表現する児童の育成～理科・生活科の授業を通して～」と
掲げて、研究を進めてまいりました。このように研究主題を設定しましたのは、本校の児童に身に付けさせたい
力の一つに、「自分の思いや考えをうまく組み立てて伝える」ことがあると、教員一同で話し合い考えたからで
す。また、教員同志では、理科の授業の進め方などについて研修をして学び合いました。そして、低、中、高学
年、専科、サポートとそれぞれの分科会で授業を考え、研究授業を行いました。さらに、研究授業では、教師同
士で授業を見合ったり、講師の先生に来ていただいて授業や理科・生活科の授業についての話をしていただいた
りして、教員の学びを深めようにと努めました。また、児童も一生懸命に授業を通して学習を積み重ねました。
その結果として、児童は理科や生活科を通して自分の考えを表現する力が少しずつですが高まってきていると
感じております。今後もチーム馬三として教員一同、力を合わせていきたいと考えております。

～６年生

卒業の言葉

馬三にありがとう～

馬三ではたくさんの思い出が
あります。友達、行事、テストな
どがあります。その全ての思い出
があるおかげで、今のびのびと生
活できています。馬三だけでな
く、地域の方々、親の協力で成長
できたと思うので、感謝を伝えた
いです。
１組

ぼくは、４年生の時に馬三に
転入してきました。その時、みん
ながとても優しくしてくれまし
た。馬三のことをたくさん教え
てくれ、一緒にたくさん遊んで
くれました。ぼくは、そんなみん
なにとても感謝しています。あ
りがとうございました。
２組

僕は読書が好きです。たくさん
の本が置いてある図書室にいる
とわくわくしました。また、僕は
２年間図書委員をしました。本の
整理整頓や中休みに本の貸し出
し・返却の受付をしました。図書
委員の仕事をがんばったので、図
書室が思い出の場所です。
３組

わたしがありがとうを伝えた
い場所は、校庭です。今は、コロ
ナで毎日は遊べないけれど、前ま
では毎日たくさん思い切り遊べ
て学校生活がもっと楽しくなり
ました。６年間、私を支えてくれ
て、楽しませてくれてありがと
う。
１組

ぼくは、学校生活がとても楽
しかった。友達と笑う毎日、一緒
に給食を食べる毎日。そうやっ
て毎日を過ごしてきたから、ぼ
くは成長できた。馬三、６年間あ
りがとう。とても楽しく過ごせ
て、良かった。
２組

６年間お世話になった馬三の
体育館です。中休みや授業で一緒
に過ごしました。時には、学芸会
や音楽会などでもお世話になり
ました。私の一番好きな場所、体
育館ありがとう。
３組

ぼくは、この６年間でいろいろ
６年間指導してくださった先
馬三の教室ありがとう。６年間
な行事を経験しました。運動会、 生、仲良く遊んでくれた友達に お世話になった様々な教室です。
学芸会、音楽会、社会科見学、移 ありがとうと、とても伝えたい ６年３組の教室には、２年間お世
動教室など、たくさんの思い出が です。これから中学生になって、 話になりました。私は特に音楽室
あります。これは馬三のみんなと 学校もばらばらになってしまう が好きです。音に囲まれている時
作った思い出です。一生残る思い けど、また思い出のつまってい 間はとても幸せです。今やってい
出を作ってくれた馬三に感謝を る 馬 三 で 会え た ら うれし い で る宝島の合奏が終わったら、音楽
伝えたいです。

１組

す。馬三でのすべての出会いに 室ともお別れです。これからも、
感謝します。
色々な人に教室を大切に使って
ほしいです。
２組
３組

