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関わり合う場があるからこその成長
1日」校長■

|きて、毎年どの学年で
も感じることですが前日
のリハーサルに比べ 本
番の方がよい演技になる
ことが多いです。これは
いったいどういうことでしょう。また 子どもたちの練
習に取り組む原動力は何なのでしょう。ちやんとしな
いと先生や友達に怒られるから?できないところを

見られて 馬鹿にされたくないから?できると楽しく
て もつとやりたくなるから?おうちの人に見てもら
つてすごいねつて褒めてもらいたいから?はてさて
こればかりは本人に聞いてみないとわかりません。

|しかし 運動会本番のあのえもいわれぬ緊張感

やり,った後のあの高揚感 真剣な演技に思わず心
を打たれる瞬間 その当事者だけにしかOlわえない

感覚 これらを一度でも矢0つてしまつたことが 理由
の一つとして考えられます。そして、それらの体験に

影響を与えているのが 観客の存在にあるのだとも

考えます。他の学年を見て、「あんな風になりたい

な。J「あんな風に自分もできるかな。」と そう思う
ことが自身の成長を願う気持の高まりにつながりま
す。また、見られる狽lは 歓声や応援の声にモチベー
ションがあがり、いつも以上に力が出せることにつな
がります。まさに、相乗効果が期待できる本番だと思

罵 驚覇 霧 爵こ2E厖早急々
のだなと 改めて感じた運動会でした。

|£馴 渕 讐 案
オリンピック)を開催い

たしました。コロナ禍と
いうこともあり、「平日
のみ学年別Bき問市l児
重4名 につき保護者 1名 完全入れ替え校庭以外立
ち入り禁止 入場券がないと入れない 来賓無しJな

ど市l限を設けての参観方法に、ご理解とご協力をい
ただき感謝申し上げます。また 受付のお手伝いをお
願いしたPTA役員の皆様でさえ特8J待遇は無し と
いった塩対応にも関わらず 尽力いただけたこと本

譜 翌 雪婆 電静 感潮 紙には に のような

状況下で、学年月J運動会を開いていただいたことに

感謝いたします。』F少人数 短時置でゆつたり見られ
たので今後もこの形でよいと思う。』際 導や受付の
方々のサポートに改めて感謝いたします。J「上級生
が小さい子をお世話したり 仕事をしたり、終わつた

後挨拶をしている姿を見て 我が子もあのようにな
つてほしいと思いまし
た。』[今 までのようで
はなくとも 子どもたち
の一生懸命さが伝わる

演技で 胸が熱くなりま
した。Jな ど 感動と労
いの声をたくさんいた

だきました。
|■方で 「せめて保護者2名 にしてもらいたかつ

た:』 F人数を制限していても 本部側は密になつて

しまつていた。J『来年は 校庭も狭くなるのに大丈
夫なのか。』『来られない人のために オンラインで
の配信はできないのでしょうか。J等々のご意見もい

ただいております。これらいただいた意見を参考に

天沼小学校ならではの来年度の運重i会のあり方 時
期 場所 参観方法などを検討していきたいと思いま

す。今後とも ご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。

感謝して食事をしましょう落ち着いた生活をしましよう 姿勢を正しくすごそう
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11月 の行事予定

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

6年生総合的な学習の時間
「わたしたちのあまぬま

～ようこそ先輩 !～」

毎年6年生が取り組む学習.今年は卒業生
たちと「天,こ魂Jを考える日寺間となりました。1

期生4人、4期生1人 6期生3人とともに、今の
天沼小がどんな学校なのかを話し合い その
後 先輩たちに天沼小での思い出を聞きなが
ら、今と違うところ 同じところを共有しました。
スタートの段階では「されいな学校J「最先

端の学校Jな どと「うわべJばかりの学校イ
メージが語られましたが、卒業生との関わりの
なかで「思いやりがある」「最後までやりきるJ

などの心の部分も盛り込まれた天沼魂が出て
いました。
授業を通して先輩たちからは、「自分たちの

B寺代よりしっかり考えている」「天沼小の変
わつてない良さを感じたJ等の感想も寄せら
れました。

これからも 卒業生たちが母校に帰り素敵
な思い出を話し合えるような学校でありたい
と思いました。
支末ではありますが 1期生の中に天沼小

のコミュニティマーク(流れ星のマーク)の考
案者がいたのです。天沼小へ思いを感じた瞬
間でしたI

11月よリペットボトルキャッププロジェクトを再開します。

学校支援本部コーナ=日 曜

日 救援所運営勉強会(10:00)
０
こ 月 こだま遠足 SC
3 火 支イとの日

4 水 午前授業

5 本 安全指導

6 金 5年移動教室代替

7 土 土曜授業 全校朝会 薬物乱用防止教室6
8 日

9 月 たてわり班活動 給食費弓落

10 火 特時 SC 就学時健診

水 チャ読4 理科出前5(34h)委員会(前後)
つ
４ 本 理T4出前授業5(316h)HS

13 金

14 土

15 日

16 月 こだま見学会3h 自転車安全教室4 SC HJ
17 火 チヤ読1こ 6年移動数室代替 フォ

18 水 午前授業 1年授業公開34h
19 本

20 金

21 土 土曜授業 全校朝会

22 8
23 月 勤労感謝の日
24 人

25 水 チヤ読2 クラブヽ 動

26 本 社会科見学4 HS
27 金

128 土 ハピサタ(アリーナAM)
29 日

30 月 避難訓練(二次避難)SC
SCスクールカウンセラー来校日
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H月の朝遊びカレンター
日 月 火 水 木 金 土
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委員のお話をいただいた際、最初に思ったことで
した。保護者一年目を終えた身には、初めて聞く名だ
ったからで魂 ここをお読みの方も、校長先生のプロ
グで目にしたことがある、という感じかもしれません。
学校運営協議会では目標設定、学校評価等を通じ、
多くの方々同様に天沼小の教育をより良いものにす
べく活動していま魂

保護者の方と接点を持つ活動例としては、冬休み

学校運営協議会のお仕事 「学校運営協議会って何?J

中にご協力をお願いする「学校評価アンケートJがあ
ります。これは皆様からいただいた意見を学校運営
に反映させる絶好の機会なのヽ 是非とも率直な意
見をいただきたいで魂

まだまだ駆出しではありますが、子どもたちが安
心できる学校であり続けるよう、保護者 委員の両方
の目線から学校運営に貢献できればと思いま魂

学校運営協議会委員 畝本 卓弥



新型コロナウイルス感染防上のため、入学し
てから初めての行事でした。ダンスを初めて見
せたときに どんなふうに踊りたいか間くと、
「可愛く元気に」や「可愛くかつこよくJなど
の声があがり、最初から目標をもつて取り組む
ことができました。よく集中し楽しそうに取り

組むので 振り付けもどんどん覚えていきまし
た。見ていただいた可愛らしいなわとびの振り
付けは、 リズムをとるのが難しく、苦戦してい
た子も多かつたのですが 休み時間にも一生懸
命練習し 多くの子ができるようになりました。
いつもと違う形ではありましたが 何か一つのこ
とに夢中になつて取り組むことや その成果を多
くの人に見てもらう経験ができて良かつたです。
こ家庭でのご支援ありがとうございました。

2年生の折り返しリレーでは、 4学期の体育
の学習で学んだことを生かし 三角コーンの回り
方を工夫しながら全力で走ることができました。
表現では、 4年生の時よりも成長した姿を見せ
られるよう、児童一人一人が練習に励んできま
した。本番は 時には真食Jな表情でrJっ こよく

時には笑顔いつばい キュートに。動きと表情
で会場にいる人たちを魅了できたのではないか
と思います。
例年とは異なる形での開催ではありましたが

子どもたちが笑顔で終えられたことを何より嬉
しく思います。近くで見守り 支えてくださつ

た保護者の皆様に感謝申し上げます。ありがと
うございました。

爽やかな秋晴れのなか 五色の旗で華麗に舞
うことができました。練習では 素早い動きや
カウントの取り方に苦戦していました。しかし

本番では見事に全体が揃い 旗ならではの「バ

サッ IJという音が鳴り響いたときには 思わ
ず鳥肌が立つほど 一体感のある演技となりま
した。

F竃門炭治郎のうた』では ゆつくりとした

動きで旗をきれいになびかせることを意識し
「やさしさ」を表現しました。『紅蓮華Jでは

旗を振つた後にピタッと止めることや 腕だけ
でなく全身で旗を振ることを意識し 「強さJ

を表現することができました。

子どもたちは、休み時間や家で練習したり、

友達と協力したりと 限られた時間の中ででき
ることを探して行動しました。今回の経験を

今後の生活にも生かしていつてほしいです。
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4年生は伝統のソーラン節に取り組みました。
受け継がれてきた法被とはちまき リストバン

ドを身にまとい 子どもたちは練習からとでも
意欲的でした。

今回の表現では、 `人
`人

の表現だけではな
く クラスごとの創作表現、学年全員でつくり
上げる表現にもりし戦しました。実行委員を中心
に毎回の練習でめあてをたて どのようにすれ
ば動きがよくなるかを話し合い 教え合いまし
た。練習の後には 学習カードに自分が気付い

たことを書き 個人でもどうすれば_Chき が高ま
るかを考えました。本番は皆が一体となつて素
晴らしい演技ができ 子どもたちは達成感を感
じていました。
5 6年生の演技を見学し、高学年への憧れ

も感じていました。高学年まで残り半年。一日
一日を大切にしながら生活していきます。

5年生の「表現Jは  自分たちでつくりあげ
ることに挑戦しました。 4学期の体育で学習し
た「表現運動Jを生かし 「即興的表現Jと し
て 冒頭では「花人J 次は「スポーツJを
テーマに グループごとに子どもたちが動きを

考えました。タプレットで撮影した自分たちの
「表現Jを見ながら メンバーで意見を出し合
いました。リズムダンスの部分でも 子どもた
ちが倉J作 した動き、クラスごとに考えた動きを
取り入れ まさに子どもたちが考えた「表現」
となりました。グループで声をかけ合い、休み

時間に教え合う姿が見られるなど 学年目標で
ある「00合うJが随所に見られる取組となり
ました。この成果を普段の姿に生かせるかがPoS

われます。5年生も後半戦。最高学年に向けて

自分たちで考えて行動できる姿を期待しています。

今年は新型コロナウイルス感染l・h上のために

昨年度まで行つていた「天沼伝Jができないこ
とになりました。しかし、子どもたちは天沼伝
を継承したい、先輩から受け継いできたことを
5年生に伝えたいという気持ちをもつていまし
た。そして取り組んだ「天沼伝★l_mJは 組体

操の一人技と棒を使つた演技を取り入れました。

数多くの技があり覚えるのに苦労しましたが

友達と教え合い、励まし合いながら一生懸命に

練習しました。本番で大成功を収め 力を出し

切つた子どもたちはとでも輝いていました。天
沼伝はまだまだ続きます。卒業までの残り6か月
で最高学年としての自覚をもち 天沼小のために

活躍してくれると思います。支えてくださつた保

護者の皆様 ありがとうございました。
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