学校だより

〔今月の生活目標〕
大田区立馬込第三小学校

・力を合わせて仕事
をしよう
http://www.ota-school.ed.jp/magomedai3-es/index.html

チーム馬三で取り組む学校行事
校長 東山 良彦
コロナ禍での特別な運動会が無事終わりました。
昨年度に引き続き、午前・午後の２分割開催にはな
りましたが、学年別や低･中･高に分けるのではなく
低･中･高が一緒に参加できる形で実施し、発達段階
の違う学年が互いにかかわり合うことを大切にした
馬三らしい運動会となりました。
子供たちが決めた今年の運動会のスローガンは、
｢
でした。昨年度｢
｣をキーワードにして全
力で取り組んだ経験を生かし、よりよくしようとい
う意気込みが感じられます。そして、その思いは、
見事に運動会当日の子供たちの行動に表れました。
６年生の大活躍は言うまでもありませんが、５年生
も午前中の最高学年としての役割を見事に果たしま
した。もちろん４年生以下の子供たちも、自分たち
ができることを最大限に発揮していました。さらに
今回の運動会では、子供たちの主体的な活動は当日
だけではありません。全校児童が一緒に参加できな
い運動会をどうすれば盛り上げることができるかを
６年生の子供たちが話し合っていました。その名も
｢運動会プロジェクト｣。様々なアイデアが出された
ました。｢手作りお守り｣は、６年生が作ったお守り
を全校の子供たちに届け、運動会への思いを一人一
人が書き込んで身に付けるものでした。｢馬三通信｣
は、６年生が各学年の演目について取材し、まとめ
たものをプリントして配付したものです。また、事
前に各学年の子供たちにインタビューしたものを動
画で記録しておき、当日の演技の動画と併せて編集
し、運動会が終わった翌週から給食の時間に全校放
送するという企画も実行されました。番組を進める
司会が登場するなど、今年の夏に行われたオリンピ
ックのテレビ番組のような感じでした。この動画は
本校ホームページの｢馬三映像教室｣で、保護者限定
公開する予定です。
このように、今年も制限の多い運動会でしたが、
すばらしい子供たちの頑張りでした。また、｢受付
ボランティア｣をしていただいたスクールサポート
馬三の皆様や、最前列を優先学年の方に譲り合うな
ど御協力いただいた保護者の皆様に対しても感謝の
気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
チーム馬三が心を一つにすることができました。
今月は、文化的行事｢学芸会｣を予定しています。
コロナ禍での学芸会は初めてのことです。例年通り
にはできないので、実施方法を検討してきました。
特別な学芸会なので､名称も子供たちで決めました｡
本校では、一つ一つの学校行事を子供たちの力を
伸ばす大切な機会ととらえ、学校行事の教育的効果
を最大限生かそうと工夫して、｢今でもできること｣
｢今だからこそ必要なこと｣を考えています。詳しい
ことは裏面｢馬三劇場｣を御覧ください。高学年のみ
の舞台発表や、観覧人数制限など、開催にあたって
心苦しいお願いが多くなりますが、御理解と御協力
をいただきたく､よろしくお願いいたします｡

令和３年１１月号

〈１１月行事予定〉

日 曜

スケジュール

1

月

全校朝会 委員会活動

岩崎 SC

2

火

馬三タイム 下校指導（１年） １３：４０～

渡部 SC

3

水

文化の日

4

木

5

金

6

土

7

日

8

月

9

火

馬三タイム 避難訓練 起震車体験（４年）

10

水

音楽朝会 安全指導 ４時間授業

11

木

12

金

13

土

14

日

15

月

16

火

17

水

18

木

19

金

20

土

21

日

22

月

振替休業日

23

火

勤労感謝の日

24

水

25

木

読み聞かせ 縦割り遊び（写真撮影）

26

金

児童集会 ４時間授業 就学時健康診断

渡部 SC

27

土

28

日

29

月

全校朝会 クラブ活動 持久跳び月間始

岩崎 SC

30

火

読み聞かせ
校内研究会のため４時間授業（２年２組のみ５時間）
渡部 SC
東京都教育の日 貝塚中６０周年記念行事

全校朝会 馬三劇場特別時間割始
社会科見学（５年）

岩崎 SC

児童集会

渡部 SC

全校朝会

岩崎 SC

馬三タイム
馬三劇場全体開会式・縦割り班活動（３・４校時）
体育朝会（４・５・６年） 水曜教室（３・４年）
馬三劇場リハーサル・鑑賞（４・５・６年）
４時間授業（１～５年）
馬三劇場（児童鑑賞日）

５時間授業

渡部 SC

馬三劇場（４・５・６年保護者鑑賞日） ５時間授業
馬三劇場全体閉会式 １４：２５頃下校

体育朝会 ４時間授業
研究授業（５年４組のみ５時間）

岩崎 SC

交通安全について（池上警察署員の方よりお話）
馬三タイム 社会科見学（６年）

馬三劇場

学芸会委員長 西條 小波
今年度は、例年と少し変わった形での学芸会となったため、馬三委員会を中心に全校で学芸
会の名称を考え、
「馬三劇場」となりました。そして「みんなでがんばれ チーム馬三 一人一人
が主人公」をスローガンに、各学年の特色を生かした演目が決まり、子供たちの気持ちの高ま
りも感じられます。今年度は、感染防止対策を徹底するため、１・２・３年生は、縦割り班活
動の時間に他の学年の児童に向けて学習発表を行い、４・５・６年生は、体育館の舞台で演劇
発表を行います。発表の仕方は異なりますが、どの学年も表現活動をする喜びを味わうことや、
協力する態度を養うこと、他学年の発表を鑑賞することで豊かな心を育てることを目標として
います。運動会での「チーム馬三 心を一つに」を意識したことを生かし、馬三劇場も成功さ
せてほしいと思います。個人の見せ場があり子供たちは緊張すると思いますが、これから練習
を重ね、自信をもって当日を迎えられるようにしていきます。ぜひ御家庭でも頑張っている様
子を聞いていただき、励ましてください。

最初で最後の伊豆高原移動教室～６年生～
ハイキングで見たいろいろな風
景が心に残りました。木がたく
さん生えているところもきれい
だったし、海が広がっていると
ころもすごかったです。移動教
室で自然の大切さがわかったの
でこれからの学習に生かしたい
です。
１組

班のみんなでペースを合わ
せて歩いたり、協力して行動
したりすることができまし
た。団体生活を通して協力す
ることの大切さが分かり、こ
れからの学校生活で班活動
や行事に生かしたいと思い
ます。
２組

上履きをそろえるだとか荷物
をきちんとしまうとか小さい
ことを積み重ねて６年生らし
い生活にできて目標を達成で
きたと思います。ハイキング
で学んだ友達と協力すること
をこれからの学校生活に生か
していきたいです。
３組

キャンドルファイヤーで、友達
や先生と歌ったりおどったりし
たことがすごく楽しくて心に残
りました。時間を見ながら友達
と声を掛け合って移動すること
は、学校生活の少しの移動でも
生かしたいと思いました。
１組

学んだことは、団体で行動す
る時は一人一人が意識する
ことが大切だということで
す。私はみんなの前に立つこ
とが苦手でしたが、キャンド
ルファイヤー係では、チャレ
ンジして盛り上げることが
できました。
２組

普段は学校でしか会えない友
達とお風呂に入ったり、一緒
に寝たりしたのが新鮮で心に
残りました。係の人の言って
いることを聞いたり、準備が
終わってない友達を手伝った
りして協力し合ったから、こ
れからも協力することを生か
していきたいです。
３組

ぼくは、バスの中で「バスレク
係」の仕事をしました。ほかのメ
ンバーと協力してできたと思い
ます。移動教室ではたくさんの
ことを学びました。協力するこ
との大切さや、時間の使い方な
ど、学んだことや気付いたこと
を学校生活に生かしていきたい
です。
１組

みんなで協力して、疲れても
ハイキングを最後までやり
切れました。自然と触れ合う
ことで命というものを間近
で体験することができまし
た。生きるということの楽し
さはみんな一人一人に役割
があって、それを果たすこと
だと思います。
２組

ハイキングとキャンドルファ
イヤーがとても楽しい思い出
になりました。大室山では、リ
フトが怖かったけどながめも
よかったから心に残りまし
た。もう一回行きたくてもも
う行けないので、これからの
行事１つ１つを大切にしてい
きたい。
３組

