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杉 並 区立天 沼 小 学校

時代 は変 わる
校 長

etヽ 元号「令禾□Jの スタートです。平成時代

0し

松

野

泰

―

たテクノロジーの濠J的 な進化の一方で

の 30年 余の変化を思うと 今後 10年 20年 先が

世界的な経済の 低迷 地球環境の悪化

どんな0寺 代になるのか想 像もつきません。時代も

齢化などという問題も大きくなりました。平成とい

変わりますが 新しい時代の中で変わっていくこと

う時代が過ぎる中で、私たちの 生活や仕事も大き

もたくさんあるでしょう。今 小学生の子どもたちは、

く変わってきたのです。そして、学校で学ぶことも

その激しく変化していく0吉 代の中で生きていくこと

それに合わせて変イヒしてきました。生活科が始まり

になります。

総合的な学習の時間が始まり、学習内容の 削減

Dが

始まつたころ 家庭や学校で使うコンピ

ュータはまだフロッピーディスクを使つていました。
たった 4メ ガほどの記憶容量の媒体ですが、そ
̀枚

そして増fJlと

少子高

時代の要請に合わせた教育を進め

るために 様々な改革が繰り返されてきました。

O10の 世の中では

社会の変化のスピードがさ

れでもこの中に新間の記事 40分 の文章が記録で

らにカロ速度を増すと考えられます。過去に重視さ

きると聞いて驚いた思い出があります。また、携帯

れていた 陶 識の量」やそれを処IIPす る速度の面

電話は、
「シモシモ?Jで おなじみのショルダーホン

では 人間は AIや データベースには至J底 かないま

からようやく受話器だけの形態になりましたが、重

せん。これから求められるのは 「何を知つているか

さは 5003を 超え 普及率も 05%未 満。使ってい

何ができるかJだ けでなく、それらを「どう使うか

ると物珍しく見られるような時代でした。

そして「どのように生かしていくかJで す。激しく

J、

CDれ が、どうでしょう。30年 経って平成が終わ

変化していく社会の中で、周囲とかかわることがで

コンピュータで処理できる情報の量 ￨ま 天文

きる能 力や 社会の変化に対応できる能力を身に

学的に増え、インターネットにつながつて、扱える

付けていくことがとても重要です。天沼小で学ぷ子

情報の種類も多様になりました。携帯電話の普及

どもたちが 自ら学ぽうとする意欲や

自分の考え

率は 480%を 超え、音のコンピュータを上回る機

をもって他の考えと比較する思 考力

判断力

能をあわせ持つ軽いスマートフォン等を、子どもで

れをわかりやすく周囲に発信する表現力などを高め

も普通に使うようになりました。テレビはプラウン

ることができるよう、令和の時代の新たな教育活動

管から液品になリ デジタル放送さヽ まつて高精細

を進めていきます。

る現在

な映像が家庭でも楽しめるようになりましたし、家
電品も人々の生活に合わせて便利に進化してきま
した。

なかよく遊ぶくふうをしましょう

自分の体の様子を知ろう

決められた時 間を守 り
楽しい食事をしましょう

そ

とでも長いこと お世話になりました。
杉五に9年 荻月Чこワ年 そして 天月￨こ
8年 と いつも荻実駅の改札 □から4曰
が始まりました。線路脇 の自生の荻も
姿を消し 駅前に漂う焼き鳥の匂いも
なくなり 北□□―タリーがされいにな
りましたが 変わらないのは 天沼の人
の温かさ 街の温かさでした。40数 年
の教員人生をこの天沼の地で終えるこ
と とても幸せでした。ありがとうc tい
ました。
元理科専科 松川 厚雄
子供たち
6年 間お世話になりました。
は明るくて素直でやる気に満ち溢れた
活発な雰囲気で とても楽しい思い出
がいつぱいです。それも 保護者 の方
学校支援本部の方々 地域の皆様 子
供たちに携わるすべての方々の協力
‐
や支 援が あつてこその 3日 でした。
様々な学習や行事が充実した日々でし
た。ありがとうございました。
元2年 1組 担任 折笠 悦子
育休復帰した年の展覧会テーマは
「とどけよう 世界に一つだけの奇跡
の瞬問 自分の心Jで した。
図工の時間を一瞬―瞬積み重ねて
子供たちのキラキラした心が色や形と
なり 集まつた思い出深い展覧会になり
ました。たくさんの方に支えていたださ
本当にありがとうございました。5年 間
お世話になりました。
元図工専科 今丼 薫

気きヽ けば 7年 間も天沼小学校 にい
ました。様 々なことが当たり前 になって
いましたが 離れてみてそのありがたさ
を痛感しています。保護者 地域の皆様
CS AVVの 皆様 共に働 いた先生方 そ
して最高な子供達。全での人たちの理
できた
解と協力 熱い思いがあつたから、
ことだと分かりました。教員人生の始ま
りの地であり 教員として 人として育て
射し
てもらつた天沼の全てに 心から感言
ています。ありがとうございました。
天沼小以外 の生活なんて有 り得な
t」 と思つていましたが どこに行つて
も熱い天沼魂を燃やしてぶつI」 ってい
みんなも天沼魂全開で
きます1だ から、
'
元6年 3組 担任 芹澤 孝太
学校には2年 間お世話になり
天沼月｀
ました。これまで経験できなかつたこと
経験でき とても楽しい2年 間でした。
もつと居たかつた というのが本音です
が 「天沼魂 」を忘れず 次 の学校でも
頑張りたいと思います。保護者や地域
の皆様にはいろいろな面で支えていた
だきました。ありがとうございました。
元3年 2組 担任 清水 宏樹
天沼小学校 の皆さんと過ごした4年
間は あつという間のようでもあり 思い
起こせば 色々なことがありました。
皆さんを植物 にlalぇ れば 大地から
芽を出し 太陽に向かつてすくすくと延
びてゆく時。すこやかな成長をお祈りい
たします。
元講師 濱野 俊彦

3年 生 4年 生のみなさんとの時間は
とても穏やかでした。司書 の先生の読
み間かせを一緒に聞いたり 友達 と楽
しそうに本を読 んだリ ー人で静 かに
読書をしたりするみなさんの姿から 私
が学ぶことが多かつたです。ありがとう
ございました。どうぞお元気 で
元講師 小山 優子
1

区内唯 ― 図書館 のなくなつた小学
校に赴任。そこで私に何ができるのか?
試行錯誤の日々でしたが 天沼小 の元
気で可愛い子どもたちに511ま され過ご
す毎日でした。皆さまのご尽力で 地下
ですが図書館 を再興でき また子ども
たちがゆつくり本を読む場所が作 れた
ことは 大きな喜びです。保護者の皆様
地域の皆様 学校支援本部の皆様には
3年 間大変お世話 になりました。ありが
とうございました。
元学校司書 岡部 容子
昨年度 は 4年 生を担当させていた
だきました。この4年 生は3年 生の時か
ら担当しているので 2年 間の成長を見
守りました。小学校では習わないことも
話す機会 があり 少しでも 理科が好き
になってくれればと 思つています。
元理科支援員 吉川 信隆
1年 間でしたが 大変お世話 になりま
した。
私は職員室での仕事が多く 直接子
供たちと関わることはほとんどあtlま せ
んでした。しかし 廊下で時々会う子供
たちの元気な挨拶が ら地良かつたです。
また 学校 に関わる0べ ての皆さん
が心を一 つにして精一杯頑 張る姿 に
『天沼小の底力Jを 見る思いがしました。
本当にありがとうございました。
元副校長校務支援員 渡辺 昭

天沼小の安 全 教 育
の
訓
天 小学校では 今年度電子どもたちの身を守るための「安全教育Jを 実地します。地震 や火災 に備 えて 毎月 資難
｀
'召
行うほか 荻窪警察署や他の機 関のご協力か たださ 様 々な安全教育の場 を設定する予定です。
練 安全指導を
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歩いて頂きました。(実 施済み)
②三校合同児童 生徒引き取り訓練 (全 学年)‑ 4月 20日 (■ )
た。(実 施済み)
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(全
④不審者対応
*本 校では 独自に不曽著対応マニュアルを作成し訓練することこよって
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―の場合に備えています。また この避難ヨ1練 を

区内の浜B山 月ヽ
学校から転任してま
いりました4年 3組 担任の阿曽沙緒理
です。元気いつぱいの4年 生の子どもた
ちと過ごせることを楽しみにしていまし
た。楽しい思い出盛りだくさんの 1年 間
練馬 区立北原小学校より重4■ してま
しつ ました 新井祐子です。
明るく素直な天沼小の子供たちとの出
会いを嬉しく思つております。理l lttT4
として わかりやすく楽しい授業を目指
します。保護者 の皆様 地域の皆様と共
に 天沼小の子供たちのために努力し
ていきますので よろしくお願い申し上
げます。
理科専科 新井 祐子
今年度 三鷹市立第五小学校より転
任してまいりました岸名祐治と申します。
素直で明るい子供たちと出会い 充実
した毎日を過ごしています。これからも
子供たちと一緒に元気に楽 しく過ごし
ていきます。慣れな い環境でご迷 惑を
おかけするかと思いますが 一生懸命が
んばりますのでご協 力をよろしくお願
いします。
4年 1組 担任 岸名 祐治
この度9年 ぶりに 八成小から天沼小
に戻ってまいりました。懐かしい校舎 素
直で元気いつぱいの子どもたち CS並
びにAWの 皆様の温かい笑顔に出会え
どの子にとつても楽 しい学校 であるよ
う精一杯努めてまいりますので どうぞ
ようしくお願いいたします。
新人育成教員 阿部 美由紀

にしていきたいと思つています。どうそ
よろしくお願いいたします。
4年 3組 担任 阿曽 沙緒理

42年 生の少人数算数を担当します
奥 田智子です。3月 まで中野 EXI立 美鳩
小学校で1年 生を担任しておりました。
わかりやすく楽しい授業を目指して 粘
り強く取 り組んでいきたいと思います。
笑顔であいさつしてくれる天沼小 の子
供たちと早く仲良くなりたいです。よう
しくお願いします。
低学年算数担当講師 奥田 智子

￨おめまして。図工専料の青柳―海で
す。E/1工 で楽しいことにたくさん出会え
ることができるよう いろいろな工夫をし
ていきたいと思います。趣味は美術館に
作品を観に行くこと 行つたことのない
街に行つて散策することです。元気に楽
しく1を 基本に子どもたちの良いところ
がすくすくと育つていけるよう精一杯頑
張ります。よろしくお願いいたします。
図工専科 青柳 ―海

今年度 補助教 員として杉並 区に採
用されました。3月 までは千葉県市川市
の教員でしたが 人生の3分 の2は 杉並
区に居住しています。私にとつて杉並区
は「ふるさとJです。ふるさとにある天沼
小学校の児童のために 今までの経験
を生かして 指導にあたりますので どう
ぞよろしくお願いします。
補助教員 稲垣 l● 治

今年度新規採用された3年 2組 担任
の船越理紗子 (ふ なこし りさこ)と 申
します。天沼小学校の素直で優しい子
どもたちに出会うことができ とても嬉
しく思います。子どもたちと共に 諦め
ないで最後までやり遂げることを大切
にしながら 金力で取り組んでいきます。
どうそ ようしくお願いいたします。
3年 2組担任 松越 理紗子

おとなりの沓掛小学校よりまいりまし
た 学校司書の古賀です。これまでAK
Aと してll・ 々な読書活動 に一緒に携わ
つてきた天沼月ヽこ来ることになり 少な
からぬご縁を感じています。たくさんの
方々の思いのつまった学校図書館から
子どもたちの学びと成長を全力で応援
していきたいです。
学校司書 古賀 元子

今年度からお世話になることになり
ました こだま学校担任の比留問裕紀と
申します。
天沼小学校の子どもたちと会えるの
を楽しみにしていました。
子どもたちのやる気を大tTに し ―
人ひとりの個性を伸ばしていけるよう
頑張つていきます。たくさん声をかけて
くださると嬉しいです。ようしくお願い
します。
こだま学級担任 比留間 裕紀

天沼小学校 に程近い桃井第一小学
校 から転任 してまいりました理科支援
員の木 内美子と申します。一人でも多
くの子供達に理 f4が 好きになつてほし
いと思います。安全に実験ができるよう
頑張りますのでよろしくお願い致します。
理科支援員 木内 美子

より効果的なものとするため 事前に警察 連携して教職員がう1練 を行っています。
*「 ″物を持った不審者が校舎内に侵入し
た」ひ う想定で訓練力ν子われます。

⑤薬物乱用防止教室 (6年 生)… … 7月 13日 (土 )
*グ スト
ーチャーをお招きしての授業となる予定です。また 保護者 (全 学年)を 対象とした講演会も開催する予定です。
ティ
ぜひ ご参加くだい ヽ
7月 13日 (土 )
⑥セーフテイー教室 (1〜 5年 )… ‐
*児 童´安 全に生活できるよう ゲスト
ティーチャーをお惚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。

0そ の他、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、登下校時にできる範囲で
自宅付近での見守りもお願いできればと思います。
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5月 の 行 事 予 定
日
０こ
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行 事 予 定
17日 (金 )
富士移動数室説明 ミ5
(15001セ ンター
̀ ]― 卜
)
あまぬま教 室保 ̲t者 質問会
プ
￨∪ Uυ lノ ソ

木
金 憲法託念 日
土
日

‐
7.
18

東 京 都 統 一 体 カ テ ス トの お 知 らせ

水

みどりの日
こどもの日

ヽ

月 振替休 日

央 [1匿 項業―
委員会1全 枝

ブ

期 日06月 3日 (月

おはなし会J =全 名導

聴力視力こ 給食賣引き落とし
本 遠足 3 聴力2 1年 5時 間授業始 おはな

10

ム
立

4

土

水 特時

1年 4時 盾授業 区特定課題話鶴

45C離 任ま234誌 (56h)

のこ

′

l―

￢

日
日

﹂
０

141 人

)、

4日 (火 )

=全

19

13‐

自分の体力を,ロ リ 体を動IJし て遊んだ
り運重Jを ,し 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。

全校朝会
遺足 1 耳鼻科 246こ

こだま午前 授業

種 目◆握力 上 lTお こし 長座体前屈
20rnシ ャトルラン
反復接〕
50m走 ̀び
立ち幅跳び
ソフトポール投げ
(一 部種 日は授業でも行います。
)

O

―

おはなし会 3
16 本 50寺 間授業 体力 眼ヽ全
水 特 3吉

"

つこ

「ウム4′ 尿検査一次
17 金 5時 間授業5 たてわり班●朝 プラネタリ
48 土 土確授業 集会￨]
19 日
20 月 5誨 lEE授 業 全●●会 尿検査一次(追 力
[)運難割練(色 号
l臭 団下板)
央 特時 内T4
前日検 診 6
22 水 生前授業 読言 2● 5ヶ 浜始6耳 鼻,135自 転車教室4地 詰司(i)
t■

内科 35(1300)

23‐

木

24

金 体力

25
26

土

27
28
29
30
34

弓ヶ浜終6 心:蔵 検診

ハピさた0

̀(360)

朝遊0
今年たも朝こ ずヤ:￨ま す!!

日
月

健康朝会● 遠足予備日3

水

午前授業 読書5613こ たま移動敦室始 地域訪問●
歯科 46● 100)
歯 科 35̀9:00, こ1・ キ格 重1教 室 終

央 体力 遠足予備 日1 内科 24こ だ.‐ 前日検診 HSフ ォ始
本
△

天沼小学校運 営協 議会 は、保
護者や地域 の意見を学校運営に
反 映させるために協議、検 討 をし
ています。
今年度も大沼小学校がめざす
教育 の紹介、学校評価アンケート、
サマーワークショップなどを通して
皆様 のご意見を聞きながら進めて
いきます。
あまぬまだよりで毎月発信もいた
します のでどうぞご覧ください。

井 1尚 子
朝倉絋治
新井美和

5月 は20日 桐)10:00よ り運営協議会を

生重幸恵

開催予定です。

大石秀 明

紙使用
F2再 生
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7:40〜 8110
(2年 生以上 )
約 束を守つて思いっきり遊びましょう

松 野泰 ― (校 長 )

￨

高橋武郎 (会 長)
岡田将彦
加藤さおり
中原 徹
福原礼奈
山内江美 (副 校長)

