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桜から新緑まぶしい候となりました。1年 生をはじめ

河盛好蔵 (か わもりよしぞう)氏 日本画家の橋本明
治 (は しもとめいじ)氏 が「二 丁目三よし会」に居住

どの学年も蒐ち着いた新年度のスタートをきり 高

されていたそうです。まさに「地域の誇りJと 言えま

学年は運 mll会 に向け始動しました。

す。

CD名 の新入生を満 PTSで 迎えた桜も

いつしか葉

0周 年を迎えま■ 開

(Dの ような由緒、伝統あるlLI域 に支えられる中で

地域の方々に支えられ 地域と共に歩む学
校以来、

迎えるPTS校 10周 年は 更なる地域連携に大きな意

校を目指してまいりました。校長として 毎月開催さ
れる杉並区町会連合会 (杉 並区 160の OT会 )の「天

義があると思います。現在 3年 生の副読本として 6

沼八町会長会議 Jに 出席し 杉並区が進める地域 へ
の行政サービスを目の当たりにしています。天沼八

五小 学校の同窓生 若杉小学校の同窓生の方を中
心に「天沼の歴史Jの 執筆編集が進められています。

町会はホームページも開設しており、
天沼小学校の

また、
本校卒業生の保護者のご協力で10周 年の □

学校使りも掲載されているように 学校を支援して

」も完成しましたので 周年行事を多方面から盛り

くださる強く熱い思いを感じております。子ども達が
早く登校して遊 べる
「朝遊び」も、
町会が当番を割り

上げたいと思います。そして今後は、
地域統治として
の一助をなす公立学校、
地域立学校を目指して 周

振り 子ども達の見守りを行ってくださいます。また、

年関連行事を計画し取り組んでまいります。新緑か

年 2回「八町会合同防奥訓練Jも 天沼小学校で開催

ら色づく晩秋には保護者 地域の皆様に 様々な形

されており、
天沼小学校は地域の方々の支援で防災

で地 Aに ある天沼小学校の発信ができると思います

拠点も担つています。

ので ご期待ください。

(D年 は刷

0年

戦

帥

年生の「私たちの天沼Jの 参考資料として 杉並第

I・

度 天沼小学校が含まれる「二 丁目三よし

会Jと は 強い地域連携が図られました。挨拶運動の
一環として実施した児童の「塗り絵ポスター」は、
今
も町会の掲示板や町会員のお宅に掲示されていま
す。PTA運 営委員会でも会長がご挨拶に来られ 地
域で子ども達を見守り育てる強い姿勢を発してくだ
Ol会 の総会に出席し 改めて天沼
さいました。過日、
地域が豊かな文イヒ、
高さ教養の町であることを認識
しました。昭和12年 に創設されました文化勲章受賞

manuma

者は380余 名で そのうちの2名 フランス文学者の

仲良く遊ぶ工夫をしましょう

健康診断を上手に受けましょう
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決められた時間を守り
楽しい食事をしましょう

本当にたつたの一年しかいなかつたの
か と思うくらいたくさんの楽しい思い出
をありがとうございました。この宝物を胸
に新天地でがんばります。天沼月ヽ
学校の
き様のc 8躍 を広島から応援しています。
元4年 2組 担任 藤原 和也
天沼小学校で過ごさせていただいた?
年間は とでも幸せでした。特に こだま
学級で過ごした日々は忘れられない楽し
い思い出ばかりです。子どもたちから笑
顔と元気 そして勇気をたくさんもらいま
した。今後も天沼小学校で碍た経験を活
かして精進してまいります。本当に今まで
ありがとうございました。
元こだま学級担任 川□ 玲奈

ができた時間は 私にとつてかけがえのな
い宝物です。これからもずつと応援してい
ます。保護者の皆様 地域の皆様には 大
変お世話になりました。本当にありがとう
ございました。
姜護教諭 佐藤 智保
素晴らしい校舎と設備 元気でかわい
い子どもたちと素晴らしい人たちに囲ま
れ 1年 間楽しく過ごすことができました。
ありがとうごさいました。高F・ 山登山 天
沼ソーラン 音楽会 2分 の 1成 人式の組
体操 雪の中での浅草など いろんなこと
を一緒に経験した新5年 生の高学年での
活躍を見届けたかつたです。期待してい
ます。
補助教員 岡部 雅江

地域の皆様 保護者の皆様には6年 間
にわたり多くのお支えを頂戴いたしまし
たこと 心より感謝申し上げます。6年 間
はあつという問でした。あつという間でし
たが その中で '子 どもたちや保護者 の
‐
皆様 地域の皆様 そして先生方 と 本
当に多くの方々と出会うことができまし
た。馬橋小は 天沼から自転車で10分 程
の学校です。すくて こです。またいつか皆
様にお会いできるのを楽しみにしていま
す。お世話になりました。ありがとうござ
いました。
元6年 31a担 任 佐藤 隆太

和食中心の天沼小学校の給食は 日本
の食文イ
しを大切 にするとてもよい事だと
思います。
CT推 進のモデル的役割を担っている
からは将来多くの人が世界へと目
天沼月ヽ
を向け育つていくと期イ
寺しています。その
世界で活躍するためには自国の良さをし
つかり認識することが大 LTuだ と思います。
無形文化遺産 に指定 されている和食の
良さを伝承してほしいと思います。
栄養士

井川

京子

杉並区立済美小学校からまいりました
こだま学級担任の長瀬美子 (な がせよじ
「明るさと′
こ)と 申します。
ヽ
ワーJに 満ち
溢れた天沼小の子どもたち。私もこれか
らの学校生活がとでも楽しみになりまし
た。保護者の皆様や地域の皆様とともに
子どもたちのために精一杯頑張llた いと
思つています。どうそよろしくお願いいた
します。
こだま学級担任 長瀬 美子
曰野市立曰野第八小学校より転任して
まいtlま した 3年 2組 捏任の新宅直人と
申します。
天沼小学校の子どもたちの第一 印家は
元気で気持ちの良い挨拶ができる子が
多いなと感じました。日々の授業や学校
行事を通して 子どもたちとともに自分も
成長できる教師でありたいと思います。よ
ろしくお願いします。
3年 2組 担任 新宅 直人
今年度 同じ杉並区の馬橋4ヽ 学校から
転任してまいllま した5年 2組 捏任の清
水宏樹と申します。天沼小学校 の子ども
たちはみんな明るく 元気なあいさつをす
るところが,ば らしいなと感じました。10
周年を迎える天沼小学校で新しい歴史を
子どもたちと一緒に作つていきたいと思
います。どうぞよろしくお願 いいたします.
5年 2組 担任 清水 宏樹

3年 間という短い問でしたが 毎日たく
さんの子どもたちが来る保健室だつたの
で 数えされない′ヽ
ワーをもらつていまし
た。努力を惜します何事にも一生懸命な

今年度 新規採用で 1年 3組 の担任と
なりました 安藤萌絵です。
を訪れた時は 校舎の綺
初めて天沼月ヽ
麗さにとても驚きました。また 子どもた

天沼小の子どもたちの成長を見守ること

天沼4ヽ の安 全 教 育
天沼小学校では 今年度も子どもたちの身を守るための「安全教育」を実地します。地震や火災に備 えて 4月 の遊難う1
練 安全指導を行うほか 荻窪警察署や他の機関のご協力をいたださ 様々な安全教育の場を設定する予定です。
①セーフティー教室 (全 学年)… … 7月 8日 (土 )学 校公開日
ロール教室)3〜 6年 生は
*12年 生 こだま学級は「安全パワーアップ教■J(う さぎママのパト
「情報モラル教室Jを
ーマに
テ
実施します。
②三校合同児童 生徒引き取り訓練(全 学年)… … 4月 22日 (土 )
*天 ,召 十 沓掛小 天沼小合同で連携をとった創練を行いました。(実 施済み)
③交通安全歩行訓練 (1年 生)… … 5月 8日 (月 )
*歩 行時の交通事故防上のため 学校周りの学区域を小グループ毎に 実際に歩きます。保護者のお手伝いの方が一緒に
歩いていただいています。
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ちが明るく元気で毎日バワーをもらつて
います。保護者 の皆様 地域の皆様のお
力をお借りしながら まだまだ慣れないこ
とも多いですが子どもたちのために一生
懸命頑張りたいと思います。どうによろし
くお願いいたします。
1年 31B担 任 安藤 萌絵

区内の二谷小学校から実動 してまいり
ました。始業式で 天沼月ヽ
学校の子どもた
ちの明るさと礼儀正 しさに感動しました。
1年 間子どもたちが元気で楽しい学校生
活が送れるよう少しでもお手伝いしたい

四宮 浜 田山小学校を経て 通常支援
学級も三年目となtlま す。
流れ星の コミュニティマークにらせん
階段 夢のある小学校に招かれた思 いで
す。これからどんな一年が行 つているの

と思つています。どうそよろしくお願いい
たします。
非常勤養議教諭 山田 雅子

でしょう。
さあ―緒に星の世界へ探検に出ましょう
￨

よろしくお願いいたします。
通常 特別支援介動員 日本

1年 生を担 当することになりました岡
田幸大です。元 気で明るい子どもたちと
一緒に走 り回つたり 活動したりと楽しく
充実した毎日を過ごしています。
子どもたちが楽しみながら学習 してい
くことができるように尽力していきますの
で、
よろしくお願いします。
1年 担当 岡田 幸大
今年度 養護教諭としてまいりました上
農裕子 (か みのゆうこ)と 申します。小学
校からの夢 だつた養護教諭として子ども
たちと関わることができ 毎日が本当に幸
せです。子どもたちが 『心 Jも『体 Jも 元
3日
気に
楽しく学校生活が送れるよう保
健室から全力でサポートしていきます。よ
ろしくお願いいたします。
姜護教諭

上農

裕子

2年 半にわたつてお手伝いさせていた
だいた「こだま学級Jを 離れ 4月 から新
設された特別支援教室「あまぬま教室」
の担当となりました。
「こだま学級 Jで は たくさんの子ども
たちとの出会いがありました。心に残 る
充実した時間をありがとうございました。
「あまぬま教室Jで は 学級J⊇ 任の先生

大宮中学校からまいりました後議恵理
子です 大宮中学校では 美味 しい給食
を提供するのはもちろん 色々な食育授
業も取り組んできました。味噌作り 伝統
食 (だ て巻 ちまき作 り)な ど生徒と一緒
に作るなど楽しくて美味しい授業を展開
してきました。天沼小学校でも今までの
経験を生かして子どもたちと楽 しい授業

▽ ブ役とな
方と巡回指導の先生方との′
り お子様たちの健やかな成長をサポート
していきたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。
特別支援教室専門員 岩下 幸広

が出来たらと思つております。又 保護者
方からの要望もあり 給食メニューを家庭
用 にしたレシピをフ ログで公 開していま
す。今後は 小学校メニューも後悔したい
と考えております。よろしくお願いします。
栄養士 後藤 恵理子

こだま学級介助員として 弓き続きお
世話になります。
あまぬまの沼 翔陽です。
先日の￨。 業式
保護者会で皆様が私 に向けた笑う姿に
改めて天沼でがんばれる使命を実感 して

はじめまして。
今年度より事務室に勤務
天沼′ の明るく素
することになりました。
直な子どもたちに出会えたことをとでも
Jヽ

若手教 曇育成の一端を担う指導教授
おllま す。
として 永福小から天沼月￨こ 異動してきま
した。三分区の小学校を巡回指導します。 「A waysSmieJで 皆様と共に成長して
いきます。ぜひ気軽に お声掛けください。
天沼小 の子どもたちの指導に直接関わ
よろしくお願いいたします。
ることはありませんが 共に仲良く楽しく
こだま学級介助員 沼
翔陽
元気よく過ごしたいと考えております。当
面の日標は 校舎内 学区域 三分区で迷
子にならないことです。
指導教授 (非 常勤教員)岩 崎 義宣

章子

また 学校支援本
うれしく思つています。
部 PTA地 域の皆様など多くの方に支
えられ 親しまれている学校だなと感じて
います。
どうにヽろしくお願いいたします。
事務室 学校事務嗜託員 鈴木わき子
゛

゛

゛
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④自転車安全講習会 (4年 生) 10月 24日 (火 )
*講 習会終了後 杉並区より
「自転車安全オ1月 証Jが 発行されます。
⑤不審者対応避難訓練 (全 学年)‑6月 15日 (木 )5校時
*本 校では 独自に不審者対応マニュアルを作成し訓練すること〔
よって 万―の場合に備えています。また この避難う1練 を
訓練を行っています。
より￨・県 的なものとするため 事前に教職員がマニュアルをもと〔
*「 刃物を持った不審者が狡舎内に侵入し
たJと いう想定でコ1練 を行います。
15日 (金)中 休み
(地
震発生
)‑9月
⑥学校公開中避難訓練
。
う時の動きを聾 認くだい ヽ
*保 護者や地域の方々が来校
・Pの 大人数の中での訓練を行います。保護者の方も いざとヽヽ
…
5月
13日
(■
)
止教室
生
)…
(6年
⑦薬物乱用防
*ゲ スト
ティーチャーをお招きしての授業を予定しています。その後 保護者 地域 教職員との意見交流の場を設定しています。
児童の安全を見守るために下校時パトロールを教職員が行うことにしています。こ家庭
0そ の他、学期始めの数日間は、
登下校時にできる範囲で自宅付近での見守
におかれましても、お子さんの防犯ブザー携帯にこ協力いただくとともに、
りもお願いできればと思います。
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一

響 5月 の 行 事 予 定
B

行 事 予 定

曜

5崎 間(1年 4]寺 間)た てわりI 消防写生会12こ
央 難任式 1430〜 (1年 4時 間)
月 全校朝会

０こ

1

3
4

一
〇

水 憲法記念 日
本 みどりの日
金

6
7
8
9
10
つこ

11

こどもの日

土

自分のヽ力を知 ll体 を動かして遊んだ
り運動を心が すたりするなどの 日常の 生
活習慣を見直し ヽ力 や運動能力の向上
につながる習慣形成を三]旨 して行います.
期 日◆ 6月 20日

日
月 全4 朝 会

委員会,

歩行劃練

1

耳婁 fl検 診 ハビスタ
水 4時 間 区特定課題調査 3456
本 読書 運動会 時間割始 尿検査 一 次●
人 読書

尿検査一次●

金

1年 遠足

+

CT授 業公開 (5時 間)結 食あり 薬牝舌
.用 ■■教室 1450〜

人 53寺 問

20

土

つこ

13
14
15
16
17
18
19
０こ

つこ

０
＾

23
24
25
26
27
28
29
30

体 カ テ ス トの お 知 らせ

,21日

1水 ,

種 目◆IF̲刀 上体おこし 長座■前屈
反復 横 Pllび 20mシ ャトルラン
50m走 立ち嘔Stび ソフトボー
ル投げ
(一 部種 日はヨ業でも行います。
)

日
月

水
本
金

全校朝会 安全指導 クラブ活動●
わくわく交流 3
特時 B
避難劃練 わくわく交流 3
内科健診 23

曰
月 全校朝会

心臓検 診 1

運動会 係(1,

人 児童集会

12月 末￨に
◆平成28年 度内
̀〜
れた回数
学校に来校さ

4時 間 読書
本 眼T― 検診
金 全狡練習I たてわりIII●
水

93
12)月 1日 程度
119
1‑2日
期に
程度 127
1:イ
'学:間 で1ヽ 2日 程度 8
0
度も行っていない
11月 2回 以上

土

天中運動会

日
月
央
zlく

健康朝会
教育実習始 尿検査二次●
全校練習I
' 内科健診こ 16 ハビスタ 尿検査二次●
読書

こだま移動教室始〜

612

フォローアップ

学校 運 営協議会 コー ナ ー

'一

￨

: ◆来校された理由 腋数回答可
■学校行事駆 動会等
[授 業公
「‖
,

IPTA活 動
学校との関わりについての
アンケート結果
(全 回 答 数 368 無 回 答含 む
)

,各 学級からのお手伝い募集

生綿 吏月

￨
338
318
131

39

‐
●学校支援本部のサボーター活rll
30
●学校支援本部のハピくら ハビさた等の活動 101
t,あ まぬまおやじの会のサボーター活動
33
,そ の他
34

平成 28年 度の学校 評価アンケートには多くの皆様
にご協力 いただきありがとうございました。昨年 度末に
結 果 報告 をさせ ていただきましたが、回答用 紙 の最
後に設けましたミニアンケートの結果についてもこの場
をお借りして、ご報告いたします。
学校 へ の来校 数とその理 由に関しての 設 間 につ
いては、今 年 度も多 くの方 々が何かの形で学校 と関
わり、活動 に積極 的 に参 加してくださっている様子 が
わかる結果となりました。
e再

1火

今月の半ばには29年 度の天沼小が目指す教育と
「学校評価 Jに 関するご案内を配布いたします。また、
3年 目となる「天 沼教 育 フォーラム(教 育課程 説 明
会)」 を、
今年度も複数回実施する予定です。天沼小
の取組をわかりやすく、皆様に直接お話 出来る貴重
な機会となりますので、多くの方のご参加をお待ちして
おります。
今年度もよリー層の情報発信に努めてまいりますの
で皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

