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今 年は 開校 10周年です。秋に記念式典を行う

ため 運動会は春のPT3催といたしました。3寺期は191年

と変わりましたが ご来賓や地域の皆様 保護者の皆

様には大勢ご来校いただき、たいへん盛り上がる運

動会となりました。ご声援をいただいた皆様ありがと

うございました。子ども達もその声援に応えて練習

の成果を出すことができました。係活動等様々な場

lElで協力してやり遂げていく天沼小の子ども達の素

晴らしさが表れました。学校支援本部とPTAあまぬ

まおやじの会の皆様には最後までご協力いただき

子ども達の演技と競技 また運動会の運営を支えて

いただきました。御礼申し上げます。

運動会を実施した6月 10日 (土 )は梅雨の時期で

すが気温が高く熱中症を予防する必要があつたた

め ご家庭にご協力いたださ 水筒を2本持つてきてよ

いこととし、小まめに水分をとるようにしました。砂埃

については朝スプリンクラーで散水しまた途中ホー

スで水撤きすることにいたしました。それでも皆様に

ご迷惑をおかけすることとなつてしまいました。今年
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頃から練習を始め、運動会への雰囲気が盛り上がっ

ていきました。朝や休み時間も進んで練習し、家に帰

っても練習し、ご家庭の皆様に励まされたという話を

多く聞いています。

天 沼ソJヽの子ども達が実団行動の決まりを守り熱

心にしかも安全に練習をしてきたことは素晴らしい

ことで 子ども達の成長を感じました。この運動会で

の多くの成果を今後の教育活動に生かし子ども達

のさらなる成長につなけてまいります。

会 場が手狭な

のですが、本部席

をテント1張りとし

たので、昨年度よ

り保護者の入れ

替えスペースを広

くとることができました。校舎パルコニーの席は今ま

でよりも余裕をもつてご覧いただけたように感じまし

た。 保護者の皆様に 子ども達の移動を優先させて

いただくことがよりご理解いただき、子ども連がスム

ーズに移動できました。ご来賓や保護者の皆様のご

協力、ありがとうございます。

近 隣の皆様には、約 4ヵ月の間 大きな音や放送

の音楽等でたいへんご迷惑をおかけいたしました。お

蔭様で子ども達も教職員も満足できる運動会を行う

ことができました。今年も 運動会終了後 あまぬまお

やじの会と卒業生の皆様にテント机 椅子等の片付

り
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は校庭の芝生の種

類を洋芝から高麗

芝に変える関係で

この3吉期に芝が生

えていなかつたこと

もl17埃 につながつ

てしまいました。

そんな中 子ども達の頑張りは輝いていました。

56年生は4月 末から和太鼓の自主練習を始めまし

た。子ども達の運動会に向けた意気込みと意欲を感

じました。4年生から4年生もゴールデンウィーク明け

けをしていただきま

した。ありがとうござ

いました。

天沼伝201z

騎馬戦 天沼の陣

天沼ときめきGボール

後片付けをしつかりしましょう
(1学期の反省をしましょう)

暑さに負けず元気にすごしましょう 好き嫌いをしないで食べましょう
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13 月 全校朝会 委員会0 読書週間始 こだま見学会 警察署見学4
‐41 火 かけあし235 こころの劇場6 ハピ,

特時B
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☆セーフティ教室☆

ｂ́ 水 Jλ優腫 1タ
まだ，Ｃ年

年
年16 木 読書 都学力調査5 水道キヤラ′Ｍ

一ノかけあし146 安全指導
ソ 5検出と″

7 金
//て ぜひど参加ください

8 土 土曜授業3時間i。食なし セーフティ教室 親子情報モラル教室34

9 日

10 月 健康朝会 クラブ活動0
11 火 4時間 天沼FP235

０
こ 水 5時間 読書23 天沼FP146 下校時避難引練 移・ l教室説明会5
（
０ 木 5時間 集会 たてわり班活動 小児生活習慣病予防説明会

14 金 5時間 かけあし146 読書過問終

15 土

¨
★保護者会のお知らせ★

12日 (● 1/3/5年
13国内 2/4/6年 こだま

どちらも 14:00開 始です

16 日

17 月 海の日
＾
り

火 5時間 かけあし235
９^ 水 5時間 読書56 拾食終

20 本 3時間 終業式
り
こ 金 夏季水泳指郭 夏季講座前期始個人面談始 夏季休業曰始～8/31

22 土

23 B
24 月

25 火

26 水 更季水泳指導 夏季講座

ついては、別途お知らせ ,

個人面談に

27 本
》日d“これ ま ,。

28 金 1計
見

29 土 すぎなみ小中学生未来サミット

30 日

31 月 夏季水泳指導&夏季講座前期終個人面談t・

懸曙 7月の行事予定
000着衣水泳000

泳力の向上を目0旬として行うのが通

常の水泳です。それに対し、着衣水泳

では落水事故や水難事故等、非常時の

対応の学習を目的としています。実施

する学年ま5・ 6年生となります。

実際こ衣服を,につけた状態で水中

を歩いたり、泳いだり、浮いたりする

活動を行います。浮<活動に際しては

「長く浮いているためにはどうしたら

よいが」について老え、ベットボトル

やビニール袋などの身のまわりにある

物を禾J用 したり、衣服を浮き具にした

りする方法を単びます。

万が一の時に備えて、必要な知識を

体験0虻学べる数少ない機会です。ご

家庭でも体調管理や持ち物のご準備で

ご協力いただくことになりますが、何

卒よろしくお願いいたします。また、

今年度は9月に実施する予定です。夏

休み後の実施となりますので、豆休み

に海や川などへ出かける際には、安全

について老えてみてください。

十マーワーケショップを開催します :

夏休みの最後に教職員、保護者、地域が同じテープルこつき、

和気あいあいとした雰囲気で、テーマに沿つて話し合います。

天沼小の子ども達¨今はどんな感じ?

天沼小の子ども達…これからは ?

天沼小の子ども遠…こうあってはしい !

後日チランを西己布しますので、どうぞご参力0を 。

【日 時】  平成29年 8月 30日 (水) 14:00～ 16:00

【場 所】  天沼小学校 地下 1階センターコートにて

【テーマ】 「これからの社会を生きていく子ども達に今の私達ができることJ
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体力向上|ご 向け7の取り組み
本校では、心身ともに健康で最後までやりぬく子どもの育成を目指し、天沼フレンドバーク、芝生の校庭で

のかけあしタイムや、長縄記録会に取り組んでいます。

1 天沼フレンドバーク

天沼フレンドバークとは、年間11回の活動を通

して、運動(遊び)のよさや楽しさを味わい、運動に

親しむ資質や能力を身に付けることや、活動の中

で多様な運動感覚を養い、運動能力と体力を高め

ることをねらいとして行っている活動です。また、

たてわり班で行うことで、運動 (遊び)の決まりを

守りながら、異学年の仲Fo3と の交流を深めること

も大切にしています。今年度は、人数が増えたこと

もあり、2つのグループに分かれて、活動の曜日を変

えて行っています。

【活動回数及び時間】

〇年間11回実施

○朝学習の時間 15分問(8時30分～ 8時45分 )

○金曜日の朝学習の時間(8時30分～ 8時45分 )

(対 象)1,4.6年生

【各学年の取り組む時間】

01年… 2分 02年 …3分 03・ 4年…4分
05年… 5分 06年 … 6分 ○こだま…実態に

応じて調整

【持久走記録会】

かけあしタイムのまとめとして、2月中旬に持

久走記録会を実施しています。持久走の経験を通

し、調整力、筋力、持久力などの調和のこれた体力

を養い、寒さに対する抵抗力も同時に高めること

をねらいとしています。

【活動内容】
1.4,6年生と、2,3,5年生のたてわり班で

編成しています。どの学年の児童も楽しめるよう

な11種類の運動 (遊び)の場を□―テーションで

運動します。

【活動の場】

①鉄棒 ②フラフープ

③的当て(ターゲツトスナイバー)④ Gボール

⑤ゴムとび ⑥つな3き ⑦ケンステツプ

③鬼ごっこ ⑨平均台 ⑩ストレッチ、または体幹

⑪ラダー

2 かけあしタイム

かけあしタイムでは、年F86を 通した継続的な取

り組みにより、児童一人ひとりの持久力の向上と

体を動かす′b地よさを味わわせることをねらいと

して、かけあしを行つています。

【活動8寺 F86】

○火曜日の朝学習の時間(80寺30分～8時45分 )

(対 象)2.3.5年生、こだま学級

3 長縄記録会

長縄記録会では、なわとび運動の経験を通し、調整力、

筋力、持久力などの調和のこれた体力を養い、健全

な芯身の育成をはかることをねらいとしています。

【長縄記録会】

なわとび運動の経験を通し、調整力、筋力、持久

力などの調和のこれた体力を養い、健全な心身の

育成をはかることをねらいとして、長縄に取り組

んでいます。12月の記録会に向け、全学級が 5分

FB5、 学年×100回の目標達成を目指し、8の字跳び

を行います。

練習では、リズムよく跳73i工夫として、「はい、は

い、はい、はい。」とクラス全員で声を合わせたり、

縄をタイミングよく跳73iコ ツを友達と伝え合つた

りする姿が多く見られるのが特徴です。朝の時間

や休み時間なども練習を行い、夢中になって取り

組んでいるうちに自然と体力が高まつています。
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2年生は多摩動物公園に行きました。
「サーパルを見ました。まるでチーターの赤ちゃんの

ようでかわいかったです。J「サイのつのはみじかく

ても せ中によろいのようなものがあってかつこよか

つたです。J「アフリカソウがじぶんであたまに草をお

いていたのがおもしろかったです。J「ユキヒョウに話

しかけたら 言うことを間くようにうごきたしたのが

わすれられないくらいうれしかったです。J「はんこう

どうで|ま めあてをまもつてなかよく行けました.J

(児童の振り返りより)

`年
生は5月 12日 に丼の頭自然文化園に行つて

きました。よく晴れたさわやかな一日でした。開園

後一番早くモルモットのふれあいコーナーに到着

し 待ち時間がほとんどない状態で一人一人がひ

ざにのせてら、れあうことができました。その他の

動物や鳥の見学も十分楽しみました。動物解説員

さんのお話もしつかり間くことができました。道路

の歩き方や電車の乗り降り電車の中の過ごし方

もとでも_=手にできました。安全に楽しく実施でき

た最高の遠足でした。

遇足特鼈
≧

3年生は4月 28日 に昭和記念公園にイ〒つてきま

した。迫休前の金曜日ということもあり他の学校

も多く かなり混雑していました。園内では グル

ープごとにらか所のチェックポイントを回る「たん

けんラリーJを しました。広い公園なので迷子にな

る子がいないか心配でしたが どのグループもき

まりを守り 協力して行動できました。やはり人気

があつたのは「

`、

わふわドームJで 普段はできな

い遊びを全身で楽しんでいました。

多
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天気にも恵まれ よい遠足

となりました。往復ともに登J
コースを歩く「心と体をきた

えるJ遠足で 冷たい清水に■

れて休んだり ぬかるみや岩

場に足をとられたりしなから

全員が歩き切りました.F上
ではおうちの方の愛情弁当に

き鼓.う れしそうにお弁当を

見せ合つていました。無事に

学校にモl着し、校長先生から

は |]電車や歩くときのマナ

ー ●元気なあいさつ
=友

だ

ちへのやさしい声かけ の3つ

も褒めていただきました。
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移動数室

家族から離れて 普段とは違う生活を体験し ―

回り大きくなつた子どもたちです。ここで得た力をさ

らに、これからの成長につなげていけるようにしてい

きます。
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5月 31日

"か
ら6月 2日自までの3日 間 富士宇園

に行ってきました。連合移重力敦室では 他校の友達と

仲良くすることを目標に取り組みました。アスレチッ

クで一緒に遊んだり王様ドッジを行つたりして 学校

の枠を超えて楽しく交流できました。

ハイキングは あt,こくの雨で行けませんでしたが

代わりに行つたりニア見学センターでは 時速500+
□近い■t行運転を見たり磁石が浮く実験を見たり

して 楽し0ことができました。どの子も「早く リニア

に乗つてみたい。Jと期待を膨らませていました。


