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杉並 区立天沼 ヽ
学校
7」

お も しろい こと、 しよう。
校

ひ さんは享後の頃 何が面白かったですか?

友達と遊ぶ スポーツをする、読書をする、毘虫を

長

松

野

泰

―

だろうJと いう気持ちを常にもつことが 考えよう
とする意欲や解決する面白さにつながります。
ソ 学校では「よく考える子Jを 重点目標に

0召

。対象は様々あると思
採る、星を観察する
いますが その楽しい記憶は今でも残つているはず
です。その興味の対象が趣味や仕事として続いて

設定していますが 「よく考えるJと は 基礎学力

いる場合もあるでしょうし 関心が新しい対象に変
わつたとしても、「面白さJを 味わうプロセスはきつ

の課題を解決しようとして学び わかったことを表
現する児童の姿です。学力とは 単に 「知識が豊

と変わらないものではないかと思います。
度の天沼小学校の教育活動のキーワードは
←
「おもしろいこと、 しよう。」です。
ここで言う「おもしろいJと は 単に「ふざけて

富J「 テストで成績が良いJと いうことではありません。

面白い」などのような浅薄なものではありません。
「熱中する面白さJ「 考える面白さJ「 チャレンジす
る面白さJ「 わかる面白さJ「 できるようになる面白
さ」です。
それらの面白さは さらに「伝える面白さJ「 人
とかかわる面白さJ「 人の役に立つ面白さJに なり
最終的には「生きる面白さJに つながるものと捉
えています。

Jヽ

を身に付けるとともに 自ら進んで疑問をもち、そ

主体的に学ぼうとする意欲

課題に対して自分の

考えをもち他者の考えと比較する思考力 半J断 力
整理した考えをわかりやすく周囲に発信する表現力
等を統合したものです。子供たちには、「よく考え
ることの面白さJを 味わい 身に付けてほしいのです。
● ろん 学力だけでなく 自分や他の人を大
切にする思いやりのある児童の育成も大切です。
天沼小学校では 地域の方々とのふれあいや、「本
1/mに

触れるJ経 験を通して 人 へのやさしさや自

分 への強さを身に付けていきます。これらは 人と
かかわることの面白さや、世の中の役に立 つこと

て、このような「おもしろいことJを 、主
じ
体的に 「しようJと することが大切です。楽しさを

の面白さを経験する中で育つていきます。

享受するだけではなく 自分で面白さを発見し 追

せて Iead Hcalt Healthの パランスがとれた

究していく態度です。その過程の中で、努力やエ

子供を地域社会の構成員として送り出せるよう 豊

夫があつたり、人との関係 4生 が高まつたりして 面

かな学習体験ができる教育活動を進めていかなけ

白さが広がり深まつていく それができる子供たち
を育成することが 「おもしろいこと、しよう。Jの

ればなりません。

目指すものなのです。

いことができる環境づくりをしていきたいと思つてい

っ
て
の
ち
畔aこ と
特
に
期な
は
●ま甜た
「

0と

もに健康でたくましい児童の育成と合わ

そのためにも 子供たちも、大人も、おもしろ
ます。

好奇心だと思つています。 なぜだろうJ「 どうして

仲良く遊ぶ工夫をしましょう

自分の体の様子を知ろう

決められた時間を守リ
楽しい食事をしましょう

通勤の荻窪駅から学校までの道々で挨
拶する方が 年月を追うごとに増 /t地 域
との連携を肌で感じました。朝の荻窪の
街は とでも爽快でした。夜は 1日 の疲れ
を癒す空間が随所にあり 朝夕に充実し
た日々でした。勿論 子供たちが活動する
天沼の学び舎の日中が 一番素敵でした。
荻害が 天沼小学校が 大好きな福 田
です ありがとうございました。
元学校長 福田 晴―
天沼小の子供たちは 学習にも行事に
もいつも一生懸命で 運動会 長縄記録
会 百人―首大会等多くの場面で熱心に
頑張る子供たちの姿を見せてもらいまし
た。子供たちのたくさんの成長を各担任
の先生と話して 楽しい思い出がたくさん
できたと思つています。
保護者の皆 lT学 校運営協議会や学
校支援本部の皆様 には 3年 間たいへん
お世話になりました。ありがとうございま
した。
元副校長 松田 剛匡

CT伝 統文イじキャリア教育 読書活動
など 数 多くの優れた実践をしている本
校で たくさんのことを学ぱせていたださ
ました。行事や学習で 津成感と感動を味
わつたときの 弾けるような子供たちの笑
顔を心 の支えにして 転任先でも頑張 リ
ます。6年 間 大変お世話になりました。心
より感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。
元3年 3組 篠遠 利枝
7年 間という長 い間お世話になりまし
た。多くの子供たち 保護者の皆様 先生
方と出会 い―卒業や離4■ による別れを見
送つてきました。私の番になるとは 。最
高に充実した時間を過ごすことができた
のは皆様 のおかげです1正 直寂しいです
が 我慢して遠くから皆さんの成長を応
援します!先 生も負けないように成長しま
す!極 以外に
元 3年 1組 日向寺 勝彦

5年 間お世話になりました。初めて天沼
小学校で過ごした年 学I 全 体のエネル
ギーと子供たちのパワーには驚かされま
した。この5年 間で児童数も増え その工
ネルギーとノヽワーは一層大きくなつたよ
うに感じます。そんな天沼小学IIsで 子供
たちと共に過ごした日々は 本当にかけが
えのない曰々でした。支えてくださった保
護者 CS AWの 皆様 そして たくさんの
実顔をくれた子供たちに感謝しています。
本当にありがとうございました。
元6年
任 村中 裕佳
'48担
お世話になりました。決して楽しいこと
だけではなかつたけれど この6年 F.5い ろ
いろな事を経験 し 考え 人として成長さ
せていただきました。
失 つたものは 失つた後 にその大切さ
に気付きます。1日 4曰 を大切に生さてく
ださい。こころを言葉に。こころを行動に。
さようなら。
元4年 2組 川島 大典
形並で育つてきた自分が まさか杉並で
働けるとは 。6年 前の春。身が弓き締ま
るとともに大きな歓びを感 じたことを思
い出します。
こちらの喜怒哀楽を総動員して向き合
える 運しい子供たち.教 師として恵まれ
ていました。挑戦するときの姿。日標を達
成 した瞬間の表情 .仲 間を思いやる温か
い空気感。たくさんの感 動を与えてくれ
ました。
天沼小学校で過ごした日々を糧 に 今
後の教員人生を歩んでゆきます。ありが
とうござtlま した。
元6年 2組 平林 靖規
保護者の皆様 地域の皆様には6年 に
わたり多くのお力添えをいただきました。
皆様の愛情を受けて育つた朗らかで素直
な天沼小の子供たちとともに 私も成長
の日々を過ご,こ とができました。′
さより
おネし申し上げます。天沼小での経験を活
かし 出身地で新たに精進してまいります。
子供たちのすばらしい未来を 愛知から
願つております。
元4年 3組 福田 しのぶ

天沼小学校で 2回 の音楽会を経験で
き 本当に貴重な5年 間でした。何事にも
全力で取り組むこと できる天沼小学校
の子供たちから たくさんの感動をいた
だきました。
素晴らしい校歌のように 子供たちが
のびのびと育ち 立派 になつていく天沼
小学校は ■ に Dい のふるさとJです。本
当にお世話になりました。皆様 あllが と
うございました。
元音楽専科 藤Ш 和可
I」

思い返せば約半年という短 い間 分か
らないことばかりでしたが 授業の度 に新
しい発見があり 先生方や子供たちと充
実した時間を過ごさせていただきました。
答えがない図工がなぜ楽しいのか。そ
れは 一人ひとりの個性を「認 め合うJこ
とが出来るからだと改めて感じました。
「自分は こう表現した0口 Jと いう思いを
員き 大切にしてください。これからも天
沼小を応援しています。ありがとうござい
ました。
元図工専科 訪藤 俊介
天沼4ヽ で 足掛け3年 間お世話になりま
した。
2度 目の退職を本校で迎えられた事に
感謝しています。42年 間の教員生活に終
止待を打ち 4月 から保育□で保育の補
助をしています。
天沼小では 1〜 3年 生の図工を担当さ
せて頂きました。
「 図工 が好き。J「 楽 し
しヽJと 聞く事が励みになりました。子供た
ちの作品からも 唸りたくなる沢山の感動
を頂きました。ありがとうございました。天
沼小は 私にとつて ♪心のふ碇 と♪です。
「不易』と
『進イ
じ』をお祈り致します。
非常勤教員 神谷 英子
1年 間という短い期間でしたが 大変お
世話になりました。隣 の沓掛小にいたこ
ともあり天沼小の新校舎が気になつてい
ましたが 最後に天沼小で過ごせたことを
幸せに思つています。非常勤養護教諭と
いう立場でしたが 「,ご いぞ天沼Jを しつ
かり見させていただきました。子供たちの
すごさだけでなく 教職目 保護者 地域の
方々の支援のすばらしさにも感動いたし
ました。有難うございました。
元非常勤姜護教諭 uj田 雅子

天,召 小学校では 今年度も子供たちの身を守るための「安全教育」を実ltlし ます。地震や火災に備えて 毎月の避難ヨ1
練 安全指導を行うまか 荻窪薔察署や他の機関のご協力をいただき 様々な安全教育の場を設定する予定です。
①三校合同児童 生徒引き取り訓練 (全 学年)¨ 4月 21日 (土 )
*天 沼■ 沓掛小 天沼小合同で逹携をとった剖練を行いました。(実 施済み)
②交通安全歩行訓練 (1年 生)… … 5月 15日 (火 )
*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
歩いて頂いています。
0自 転車安全講習会 (4年 生)… … 5月 14日 (月 )
*講 習会終了後 杉並区より
「 白転車安全オ1月 証」が発行されます。
④不審者対応避難訓練 (全 学年) 6月 22日 (金 )2校 時 授業公開日
*本 校では ,螢 白に不審者対応マニュアルを作成し訓練することこよって 万―の場合に備えています。また この避鞠 練を

5年 F.5あ りがとうございました。様々な
行事に頑張る子供たちに いつも元気を
もらつていました。これからはAKAの 一
員として 天沼小を応援したいと思つてい
ます。地域や保護者の皆さま 教職員 C
S AVVの 皆さまに感謝をこめて
『すごいぞ1天 沼￨』
原

武蔵野市立 関前南小学校から転任 し
てまいllま した。少人数算数を担当する稲
葉八重子です。始業式 児童代表 の言葉
の中で「天沼魂Jを 大切にしたいという話
がありました。伝続やほこりを大切に受け
継 いでいこうとする その思いを支 /t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。
少人数算数 稲葉八重子
この4月 に杉並 区立和 lD小 学校から転
任 しました「中島寛人Jと 申します。素晴
らしい天沼小学校の子供たちと出会えた
ことをとでも嬉しく思つています。子供た
ちにとつて 日々学校生活が楽しく魅力的
になるように努力していきたいと思います。
保護者の皆様 地域の皆様 どうそよろし
くお願いいたします。
6年 2組 担任 中島 寛人

4月 に天沼小学校 の校長に着任し 子
供たちからかけられる声が「新 しい校長
先生Jか ら 単に「校長先生Jこ だんだん
変わつてきた今 日このごろです。天沼小
学校のすばらしさは 子供たちの 素直さ
明るさ ―生懸命さ。そして 地域の方 々
が本当に天沼小学校の子供たちのことを
考えてサポートしてくださっていることだ
と感じています。天沼小らしさを受け継い
でがんばりますのでよろしくお願いいたし
ます。
校長 松野 泰―

天沼小学校は 11年 目 冨J校 長は 1年 目
の山内江美です。
10周 年の節目を終えた今 天沼4ヽ のよ
き伝統を守 りつつ 新たな改革 への道を
切り開く一年にしていければと思います。
保護者 地域の皆様に 更に愛される天
沼つ子目指して努力いたします。どうイよ
ろしくお願いいたします。
副校長 山内 江美

沓掛月■ 校から転任してまいりました。
5年 2組 担任の伊藤友香 (い とうゆIJ)と
申します。天沼小 の子供たちと数日過ご
して 素直 でやる気がいつぱいFdこ とを増
しく感じ これからのたくさんの出会いと
「学校が楽
出来事にわくわくしています。
しい ♪Jと 思つてもらえるように 一 生懸
命頑張ります。どうによろしくお願いいた
します。
5年 2組 担任 伊藤 友香
ジフリの森や丼 の頭公園など 自然が
身近 に広がる三鷹市より転任 してまいリ
ました。
天沼小の優しく素直な子供たちに出会
えてとでも嬉しいです。際 顔 J眺 戦Jを
モットーに 子供たち一人ひとりの可台し
性
を引き出し 保護者の皆様 地域の皆様と
ともに精―´ 18張 りたいと思います。どう
そよろしくお願いいたします。
3年 1組 拇任 船橋貴美子

今年度より 天沼小学校 へまいりました。
島春華と申します。3年 3組 の担任をさせ
ていただきます。
「元気いつぱい ￨「 笑顔 い
つばいJを モットーに 子供たち一人ひとり
と金力で向き合 tヽ ともに成長できるよう
精一杯頑張つていきたいと思います。どう
そよるしくお願いいたします。
3年 3組 担任 島
春華
杉並和泉学園からまいりました長谷川
清香です。私は大学生のときにアルバイト
で日フィルの練習にこの近辺に通つてい
ました。これからここ天沼小で始まる皆さ
んとの日々 まだ見 ぬ明 日 皆さんととも
に奏でる音はどんな風に響いていくのか
心より期待しています。どうぞよろしくお
願いいたします。
音楽専科 長谷川清香
学l 生 活を少しでも気持ちよく ,ご し
やすくできるように 事務室からサポート
します。丼荻小学校IJら 異動してきました
事務嘱託 の小林智美 です。よろしくお願
いします。
事務嘱託 小林 智美
皆さん こんにちは。
今年度 副校長枝
務支援員として天沼小学校 でお仕事をさ
せていただくことになりました渡辺昭と申
します。とでも明るく活気のある0て きな
学校 でワクワクしています。週 2日 程 度
職員室での仕事が多くなると思いま
=に
すが 元気な子供たちにまけないように少
しでもお役に立てるよう頑張ります。
どう
ぞよろしくお願いいたします。
昭
副校長校務支援員 渡辺

学校より転
今年度 立川市立上砂,1円 ヽ
任 してまいりました 澤祐 ―独F(さ わ ゆ
ういちろう)と 申します。学校生活の様々
な学習 行事を通して 子供たちの輝く部
分を数多く見付けられるよう 保護者の皆
lI地 域の皆様とともに 精一杯努めてま
いります。どうによろしくお願いします。
4年 1組担任 澤 祐―郎

より効果E7な ものとするため 事前に警察と連携 して教職員がう1練 を行っています。今年度は授業公開日にコ1練 を行 います。
保護者の方も一緒に取り組んでいたださます。
*「 刃物を持った不審者が校舎内に侵入し
た」という想定で訓練力Viわ れます。
…
7月
14日
)…
(土 )
⑤薬物乱用防止教室(6年生
*ゲ スト
ティーチャーをお詔きしての授業となる予定です。また 保護者 (全 学年)を 対象とした講演気 開催する予定です。
せひ ご参ス だい ヽ
。
ー
ーフテイ
教室
(全
学年
)… …7月 14日 (土 )
⑥セ
*児 童が安全に生活できるよう ゲスト
ティーチャーをお詔きして授業を行います。
今年度の予定が決まり次第 お知らせいたします。
児童の安全を見守るために登校 下校時パトロールを教職員が行うことにしています。
◎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
こ家庭におかれましても、お子さんの防犯ブザー携帯にこ協力いただくとともに、
での見守りもお願いできればと思います。

定
予
事
″
何
の
月

５

瞳
一
醸

5時 間授業 (4年 は4時 間)歯 科34
水 読書 離任式13:35〜 1年 下校 43:45他 15110下 校予定
1木 ‐
憲法記念日
金 みどりの日￨
‐
十 こどもの日
失 全校朝会

日

0

月 5時 間授業 全校朝会 1年 5時 間授業始 聴力 1 委昌会
央 か
け足1 聴力3区 特定課題調査3456′ ヽ
ビスタおはなし会1 拾食ひき落とし

水 特時

B

本 読書

金 かけ足

聴力5

遠足 3

聴力 2 おはなし会 2

(245)内 科健診 56

尿検査 安全指導

十
日

月

全校朝会

体 カテ ス トの お知 らせ
自分の体力を知り 体を動かして遊んだ
り運動を心がけたりするなどの日常の生
活習慣を見直し、
体力や運動能力の向上
につながる習慣形成を目指して行います。
期 日◆ 6月 4日

(月 )、

5日

(火 )

種 目◆握力 上体おこし 長座体前屈
反 復横 跳 び 20mシ ャトルラン
50m走 立ち幅跳 び ソフトボ ー
ル投げ
(一 部種日は授業でも行います。
)

自転車安全利用4 富士移動教室5始

失 かけ足(136こ )内 科34歩 行訓練1 ハビスタ おはなし会6

B 富士移動教室 5終
5時 間授業 たてわり班 避難訓練 (色 別集団下校)

水 特時
木

金 かけ足
土
1日

月

(245)遠 足

全校朝会 心臓検診 1

尖 天沼 FP(136こ
水 午前授業 読書

木

1

ハピさた

集会0 眼T4検 診

金 天沼 FPC 45)
土 土曜授業 3時 間

教育実習始

)耳 鼻科

̀

ハビスタ

「 朝 遊 ● 」,っ て き 言

おはな ￨ン 会 4

今年度も登校するすべての日に朝遊びが
できます。
:

読書 給食なし

曰

7:40〜 8:10
(2年 生以上 )

尿検査二次
央 かけ足 (436こ )内 科 12こ ハピスタ
水 4時 間授業 読書 こだま移動数室始
月

! ￨

午前授業 健康朝会②

:
:

約束を守つて思いつきり遊びましょう 1

木 読書

臣≡理萱互護套亘三王ヨ
学校 との関わりについてのアンケート結 果
(全 回答数 341 無回答含む
)

平成29年 度の学校評価アンケートには多くの皆様に
ご協力頂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力ヽ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、
29年 度も多くの方々力ヽ何かの形で学校に足を運
υヽ積極的に関わってる様子がわかる結果となりました。
5月 の下旬には30年 度の天沼小が目指す教育と
「学
に
ご
いた
を配
校評価」 関する 案内
します。天沼小の
布
わかりやすくお伝えできればと思って
取組をできるだけ、
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。

◆平成29年 度内14〜 12月 末)に
学校に来校された回数
0月 2回 以上
0月 1回 程度
0学 期に1‑2日 程度
0年 FF7で 1〜 2回 程度
0 度も行っていない

93
54

81

6
0

◆来校された理由 (複 数回答可
①学校行事咆動会等)
167
②授業公開
158
0PTA'舌 動
57
い
のお
学級から
0各
手伝 募集
21
ー
ー
のサ
ポ
タ
0学 校支援本部
活動
22
0学 校支援本部のハピく
ら ハビさた等の活動 45
0あ まぬまおやじの会のサポーター活動 14
0そ の他
13
)

:

:

,

