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CD目 5日は本校の運動会です。2学期が始まって

から、子どもたちは熱心に練習を重ねてきました。運

動会は、日頃の体育の授業で身に付けた体力 運動

能力の成果を発表する行事ですが、個や集団で競

技 演技にチャレンジすることで、運31Jに 対する意欲

や関心を高めるための機会にもなり志す。また、年に

1回の行事ですので、1年 P00の 成長を感じられる場

でもあります。練習の様子を見ていて一人一人の昨

年の運動会での様子を思い出し、「立派になったな

ぁJと感心させられることもしばしばです。

2t」会という行事は日本独特のものだと言われ

ています。海外でも「Sports DayJと 言つてみんな

で運動をする日がある国もありますが、日本の運動

会のように全校で赤白に分かれて競い合うという形

式ではありません。子どもの頃に一つの大玉をみん

なで送つた経験。一つのバトンをつないだ経験。声を

合わせて応援した経験等々―。それらの学びが大

人になつても心の中に残っているからこそ、運動会

という行事に対する強い思いが私たちの中にある

のでしょう。

0し 、最近になって運動会のあり方について再

検討する動きが全国的に広まってきています。組体

操での危険を伴う大ピラミッドなどの大推卜かりな技

の中止だけでなく、気候の高温化による熱中症を防

ぐために運動会を午前中だけで終わらせるなどの

方策がされるようになりました。また、もっと切実な

問題として、来年度からの新学習指導要領実施によ

る授業時数の確保のために、これ訣でのように練習

時間を取れないという状況があります。

CDれらにカロえて、天沼小では児童数の増カロと校

庭の狭さというかなり深亥Jな P09題 もあり志す。トラッ

クのコースが4つしか取れないため、児童数が増え

れば徒競走の時間が大幅に増カロし志す。団体競技

や表現も大人数で行うにはフィールドが狭すざます。

2000人近い来校者の方々のための観覧スベース

も不足しています。

CDのような中で、天沼小では今年度の運動会を

どのように実施するか、練習時間の縮減や当日の時

間短縮の方法を考えてきました。子どもたちの健康

面や他の学習へのしわ寄せなどの負担にならない

ようにするためには、短距離走をなくす、団体競技を

なくすなどの大きな改革をしなければならない、つ

まり「今訣でどおりの運動会はできない」という前提

で実施案を検討しました。朝練をできる限り取りや

め、全校練習の時間も実質的に減らしました。各学

年も、少ない練習時PoOで演技ができるように内容を

工夫しました。

ゆ 結果、今回の運動会は、みなさんが楽しみに

しているこれまでの運動会の姿とは違つているかも

しれません。また、来年度はもっと大きな変革の可能

性もあります。「音のほうがよかったJ「去年より盛り

上がりに欠けたJなどのご意見もきっと出てくるも

のと思います。しかし、そのような中でも子どもたち

は、今、自分にできる精一杯の演技を見せてくれるは

ずです。形は変われど、頑張り成長する子どもたち

の姿に応援をお願いいたします。

進んで仕事にはげみましょう 目を大切にしましょう 食後の過ごし方を工夫しましょう



10月 の行事予定
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天沼小学校支援本部 (あまぬまワンダラーズ)の

活動を紹介します

5年生の藍染体験学習

開校以来毎年行われている日本の伝
統 文化理解教育の授業です。運動会
で5、 6年生が取り組む「天沼伝」で着用
するTシャツを一人一人が自分の手で

染め志す。皆で染めたTシャツを着るこ
とで、心をひとつにし、気持ちが引き締ま
り志す。その中で生誅れる仲 PoO同 士の
助け合いや励まし合いが、見る方々にも
感El」を与える「天沼伝」。また、この授業
には毎年たくさんの保護者の皆さんに
お手伝いをいただいています。

運動会での児童の頑張りと、世界に
一つだけの藍染Tシャツを楽しみに応

10月の朝遊びカレンター
日 月 火 水 木 金 1土

X

メ

×

X Ｘ
Ｘ
Ｘ

メ 2

X ※ X
冽 21 凌 23 24 X
X 28 29 30 31

～毎年恒例の「サマーワークショップ」報告～

学校運営協議会では、今年度当初から「天沼小の学校運営の棚卸し」に取り組んでいます。

AIの発展等をはじめとした時代の転換期を迎え、学習指導要領も改訂される中、これからの天沼

小の教育について再検討をする取組です。

この日は、教職員、保護者、地域関係者の皆さんで「熟議」を行いました。

まず学校運営協議会高橋会長から「なぜ、棚卸しが必要なのか?」 についての解説があり、その後

2つのテーマでの熟議をしました。今回は、その中のテーマ1の熟議結果を報告します。

【テーマ 1】「天沼 4ヽ の子どもたちにどのような力を育ませたいか?」

*基礎的な生活習慣、道徳心、知識などを育む。

*自 ら考えて行動する、自分の意見を言える等の自主性、自律性を育む。

*他者を認め、思いやることができる心を育む。

等の意見が多く出されました。さらに、それらの根本にある「人と人との関わりを深めるためのコミュニ

ケーション能力」の育成は最も大切なことであり、学校だけでなく、保護者や地域の人たちとも関わりを

持ちながら進めていきたい、と話し合われました。
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令和元年度杉並区『特定の課題に対する調査、意識・実態調査』の結果を考察

■平均正答率

(3年以上、理科は4・ 5・ 6年のみ)

平均正答率 杉並区 本校

国

　
語

教科全体 662 685
基礎 766 779
応用 496 536

学ぶ力

話す 間く 815 850
書く 520 553
読む 647 664

学んだ力
‐==五
Eコ 00 748 773

算

数

教科全体 660 667
基礎 786 795
応用 392 394

学ぶ力
数学的考え方 437 442
技能 785 796

学んだ力 知識・理解 806 810

理
　
科

教科全体 687 696
基礎 768 770
応用 497 522

学ぶ力
思考 表現 527 549
技能 770 772

学んだ力 矢0識・理解 767 769

国語・算数。理科の各教科とも、平均正答率は

区平均よりも高い数値になつている。

今後の対策としては、国語では、「説明的文

章を読んで文章の話題をつかむ」ことについて、

区平均より低い正答率になつた点について、要

約、要点、要旨、あらすじの違いを理解し、それ

ぞれ的確にまとめられるような学習 指導を重

ねる。また、文章を詳しく読み取る学習と併せて、

文章の大体をつかむ学習についても、適宜取り

組んでいく。

算数では、「数と計算J領域で、一部区平均よ

り低い正答率に合る問題があつた。計算が正確

にできるだけではなく、筆算の手順など意味を

考え、図や式、言葉などを使つて説明できるよう

にすることで理解を深める。

理科では、技能面に関する正答率が区平均

よりも低くなつたP。0題があつた。実験 観察をす

る上での条件制御については様々な単元で繰

り返し指導することや、実験の過程や結果が分

かりづらい場合などは CT機器を活用して映像

で理解を補足する。

学習 生活についてのアンケー トでは、基本的な生活習慣について「規則正しい生活を心掛け

ている」「毎日朝食を食べている」の項目が区の平均肯定率より低かつた。基本的な生活習慣

が乱れると、体内リズムが狂い、学習に集中できなかったり運動で+分な力を発揮できなかっ

たりすることや、生涯を通して自立的で健康的な生活を送るためには必要不可欠であることを

指導し、児童一人一人に自覚をしたせる指導を重ねたい。
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2年生は傘を使つた「八木節Jにチャレンジします。去年
は「かわいく」をテーマに踊りましたが、今年は「カッコよ
く」みんなで心を1つに踊れるように練習を続けていま
す。体や傘を大きく動かした踊りやビシッと決めるポーズ
にもご注目ください。さらに今回は和風の模様を描いた
傘をクルクル回したり、閉じたり開いたりしながら表現を
していきます。みんなで息をそろえて倉」り出す色鮮やか
な世界をお楽しみください。
【短距離走】

短距離走では、昨年より力いっぱい最後まで走ることを
目標として練習してきました。金力で走り抜ける姿に注
目してください。

, |■ 、 |●  ´  ■■    | ●1■ ■             .|■ |.  |

【つ分七うぜ IGボール】
3年生の表現1ま「つかもうぜ!Gボール」です。大きなGボ
ールを上手に操作し、リズムに合わせて運動します。低
学年には無い「かっこよさ」と高学年には出せない「かわ
いさ」が両立する学年は3年生!どちらを表現するときも、
金力で取り組みました。大きいGボールの操作に悪戦苦
闘しながらも、一生懸命練習してきました。一つひとつの
技が成功した時には、温かい声援よろしくお願いします。
【短距離走】

3年生は初めて80mを走ります。コースを外れないよう
に、体を傾けながらコーナーを曲がり、金力で駆け抜ける
練習をしました。

【令和に黎げ :天沼ソーラン2019】

天沼小4年生の伝統、天沼ソーラン。「低さ」「目
線」「掛け声」に気を付け、生き生きとした表現を
目指してきました。各クラスの創作表現も見どこ
ろの1つです。先輩たちから受け継いだ天沼法被
を纏い、学年全員で心を一つにして踊ります。
【短距離走】
1学期の学習で、速く走れるように、トラック内狽J

に体を傾けて走ること、そして腕を一生懸命振つ
て走ることを学びました。見どころはスタートから
コーナーです180m先のゴールまであきらめずに
駆け抜けます!

【とにかくやって■よう:】

今回のテーマは、プログラム名と同じく「とにかく
やつてみよう!」 1年生のよさの1つである「元気
のよさ」と、どんなことにもまずは「やってみよう」
という想いをテーマに込めました。C1/でおなじ
みの曲に合わせて、オリンピックカラーのポンポ
ンを手に、1年生が笑顔いつぱい、全身で踊ります。
一生懸命やりきる1年生に合わせて、大きな声援
をお願いします。
【短距離走】

小学校に入学して、6か月。全力で走りt/nlることが
できるように練習をしてきました。ゴールを目指し
て、一生懸命に走る子供たちに注目してください。

■・ 2年団体競技 【レッツ玉入れ】
今年度の玉入れは、12年生合同で行います。今年は「チェッコリJという由に合わせて、子供たちがリズミカ
ルに踊ります。楽しく踊りながらも、一生懸命玉を投げる子供たちに声援をよろしくお願いします。

3・ 4年団体競技『新・ 天沼旋HJ
今年度|ま、34年生で競い合います。誰を内側にして誰を外側にするのか、いかに早く棒を運ぶためにはどう
したらいいのかなどを考え、練習してきました。4年生は昨年の経験を生かして、3年生はフレッシュな気持ち

ります11番にゴールするのは、何年生の何組か!?頑張る子どもたちに、大きなご声援をお願いします。

―
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【天沼伝 20■ 9～和太鼓&組体操～】
天沼小高学年の伝統『天沼伝』。令和最初の天沼伝
として、これまでにない新たな天沼伝の形がここに
誕生です。まずは、和太鼓演奏。5年生による寄せ太
鼓、6年生による元気打ちは力強さの中に美しさを
表現します。また、姿勢や表情、声にもご注目ください。
一人一人の思いを込めた二打一打が、心に響きます。
魂を込める組体操。『一人はみんなのために みん
なは一人のために』息のそろった一つ一つの技に子
供たちの思いが込められています。12期生、13期生
にしかできない最高の天沼伝を、子供たちのひたむ
きな姿をその目に焼き付けてください。見ている皆さ
んの応援が子供たちの力になります。技が決まったと
きには大きな拍手をよろしくお願いします。

【短距離走】
5年 高学年になり、一人一人の走りに力強さが出て
きました。走る距離がイ申びた今回の運動会、ゴールを
目指して一生懸命に走ります。最後の直線の走りに
注目をしてください。
6年 小学校生活最後の短距離走。慣れ親しんだ
校庭を全力で駆け抜けます。自分のもっている力を出
し切つて、直線やコーナーを走り切ります。ゴールを目
指して真貪J勝負が始まります。大きな声援をよろしく
お願いします。
5・ 6年生団体競技『騎馬勒
赤 白に分かれて騎馬を作り、一騎打ちと団体戦で戦
います。一騎lTち |ま、文字通り1対 1の力比べです。団
体戦は、大将を中心とした戦いとなり、戦術も勝敗に
影響する頭脳戦となります。元気いっぱいに校庭で
戦う56年生を熱く応援してあげてください。

F2再生紙肢用
-4-


