´︑
ht摯 //www.su」 namlヽ Chool.edjp/amanumashou/

0年

、あけましておめでとうございます。穏や
かなお正月を過ごされたことと推察いたします。昨
年の一月の学校便り、巻頭を見ますと申年にちなん
「三猿とは、世
で「三猿 Jの 事を書いていました。
の中の悪いことを見たり 聞いたり、言つたりせず
良いものだけを受け入れて素直な心で成長するJこ
とを意味しており 物事をボジティプに考えましよう
―との捉え方ができると。昨年 の天沼小学校の教
育活動を振り返りますと、ポジテイプに考えなくとも
確実に教育活動全体が充実して実成果をあげたと
認識しております。児童数増加に伴う「学校丸ごと
図書館構想J、 制限された中でアレンジをし、新た
な伝統となりつつある「天沼伝」 そして 400名 を
越す参会者のあつた放送視聴覚全国大会の開催 ―
です。これらは、何事にも全力を尽くす子ども達の
取り組み姿勢と、保護者 地域の皆様の温かいご
支援、そして一丸と成り得る教職員の原動力があつ
てこそ、為し得ることができた実成果だと思います。

C)召 小学校の特色ある教育には 不易と進化

の側面があります。 12月 の学校生活から 不易の
一つである「キャリア教育」と 進化である 日CT
利活用と情報教育Jの 一場面を紹介いたします。
毎年 教会通り商店街で「お店番体験Jと して、
3年 生の児童が数名ずつ一軒の商店に入り 実際
に接客や販売 のお手伝いをいたします。勿論、事
前授業 (職 場体験を終えた中学生によるマナー教室
各商店との事前打合せ等)に 取り組んでの実施 で
すが、子ども達は各々に価値ある体験をしてきます。
「働くと
事後の感想 「働くこととは Jに 対して、
は役に立つことであり お金を稼ぐだけでなく、お
客さんに優 しく対応し元気にさせることがお店 の役
割だと思いました。」や 「働くとは学ぶことであり、
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働き方を教わることで自分 の力にしていけることを
学びました。」等 の言葉が綴られていました。教室
の授業だけでは生まれない教育価値です。まさに
本物に触れるキャリア教育であり 地域と連携した
生き方教育だと実感しました。
Oi 年の 11月 の全国大会を終えた後の6年 生の
声です。「イ
]故 、ここでタプレットを使わないのです
か。J「 何故 この授業でタブレットを使うのです
か。
」と。 CT利 活用を積極的に進めている天沼小
学校の第ニステージが 子ども達にも到来したと
痛感いたしました。各 CTの メリット デメリツトを
実感 していないと発言できない内容です。換言すれ
ば、デジタルとアナログの良さを知り、それぞれの
場面で使い分けられる情報リテラシーが身について
いるとも言えます。つまり、6年 生にとつてタプレッ
トは 日常の学習ツールの一つになつているとの表
れでもあります。次年度からは、新しい CT機 器
を使用する際は その機器 のもつ長所と短所も子
ども達にしつかりと伝えなくてはいけないと、子ど
もの声から学びました。
「
(》年は酉年です。干支の考え方では 酉年は 商
売繁盛に繋がるJと か「果実が極限まで熟した状態、
物事が頂点まで極まつた状態Jと もいわれます。天
沼ソ 学校は 今年、杉並区初 の統合新校としての
十周年行事に取り組み 次世代を担う同窓生の未
来とその同窓生を支える地域に少しでも関わりがも
てたら良いと思つています。酉年にちなんで 今年
は十周年行事を通して大きな成果を打ち出します。
そのためには 保護者の皆様 地域の方々のご理
Jヽ

解とご支援なくしては成り立ちませんので、昨年同
様 本年もどうぞよろしくお願 い申し上げます。
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天沼小学校支援本部(あ まぬまワンダラース)の
活動を紹介します
書 道 の授 業 と書 き初 め展
〜ふたつのブロジェクト(PU)が お手伝い〜

42月 から1月 にかけてゲストティー
チャーによる書道の授業が3年 生か
ら6年 生で行われます。伝統文化 PJ
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はその授業の事前準備や当日のお手
伝いをしています。半紙を数えて配つ
たり 床にはねた墨汁を拭いたりしな
がら 子どもたちの様子を見守ります。
そして低学年の硬筆作品も合わせて
全校児童の書き初めを台紙に貼る作
業は、
掲示 P」 と伝統文化 PJが 合同
で一緒に進めています。
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全校朝会 クラフ活動O

校内書き初め展終

ヽビスタ 地下開放中止終
犬 天沼 FP ソ
水 特時 B
木 読書 5時 間授業
金 音楽朝会 こだま4時 間
土
日

月
央

健康朝会 クラブ活動O
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〜学校評価アンケートのお願 い〜
学校運営協議会では、毎年 1月 に児竜 保護者
教職 員 地域を対象とした「学校評価 Jの アンケー
ト調査を行 っています。これは、学校運営方針に基
づ く天 沼小学校 の様 々な取組みについて皆様か
らのご意見をいただき、その結果を受けて一 年 間
を振 り返るとともに、次年度の学校運営 に生かして
いくというものです。
今年 度 の 方針 は『ほんもの』体験を通 して4年
後 のオリンピック パラリンピックに向けて、全ての人
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が認 めあえる
「共生社会 Jと グローバルな人材を目
指して基礎学力 の定着、豊かな人間性 の育成、心
と体 の健康 づ くりなど22項 目を掲げております。
新年早 々には今年度のアンケートを配布させて
いただきますので、6月 にお配りした「学校 .T価 Jに
関するご案内を参考 にしながらご回答ください。
学校運営協議会は地域 とともにある天沼小学
校 の教 育 をさらに充 実させるべ く、進んでまい りま
すのでご協力をお願 いいたします。

(

,

キ ャ リフ教 育

今年度の紙 すきは、まずは学級で、昨年の こ
「 1年
とを思い出しながら作業を進め、今年は、
生に教える番だ。Jと 気持ちを引き締めて取り組
みました。1年 生に手‖
目を説明できるように、
一つ一つの作業を確認しながら、丁寧にはがき
を作りました。
実際の紙すきの場面では、優 しく教えてあげ
ている姿が見られ頼もしく感 じました。受け継
がれていく天沼のよき伝統となっています。

11月 28日 、
29日 、12月 1日 の 3日 間にわたり、

3年 生が教会通 り商店街で「お店番体験J(総
合的な学習の時間)の 授業を行 いました。本番
を迎えるまでに、お店の方にインタビユーをし
たり、天沼中学校 2年 生からマナーについて教
わつて練習したり、ポスターを作成したりするな
ど、たくさんの準備をしてきました。その成果と
して、本番はたくさんのお客様が来でも、堂々と
接客することができていました。
「実際のお店で商品を売るJと いう本物 の体
験ができるのは、地域の商店会のこ協力がある
からです。忙 しい時間帯にもかかわら
沼
小 の子どものために毎年協力 していただける
'天
ことにとても感謝していま魂 この学習を通して、
「働 くJと いう貴重な体験をするだけではなく、
地域とのつながりも深めるきつかけとなつてい
ます。地域と学校が一体となって子どもたちを
育てられる天沼は素晴らしいで魂

4年 生のキヤリア教育 では、ユニバーサルデ
ザインの学習を行いました。講師には、視覚障
害者 (全 盲 )で ある「美月めぐみさんJを お招き
「散歩Jを 全員合唱
しました。授業の始めには、
目が見えな いはずなのに伴奏をしている姿 に
驚 いていました。その後、目が見えな い生活 で
大変な ことや点字について等、詳 しく教えてい
ただきました。この授業を通 して、視覚障害の
ある方との関わり方や適切な接 し方、これか ら
の自分達にできることは何か ?な ど多くのこと
「もし、困つている方
を考えることができました。
がいたら積極的に関わつていきたい。Jと いう
思いを育てることができました。

5年 生は 4月 に天沼会社経営プロジエクト
を発足し、商品販売に向けて取り組んでいま■
1学 期には、ゲストティーチャーの方から「働 く
意義Jや「商品Jに ついてi・ えてもらつたり、お客
様の ニーズを知るために市場調査を行つたり
しました。2学 期には品評会を行 い、売れる商
品について考えました。3学 期には商品を製造
し、販売にもけた活動をしてい く予定です。今
年の商品は「じおりJで 視 お客様のニーズに合
もヽ
、且つ、オリジナリティのある商品を開発しま
した。販売 日が決定しましたらお知らせしま視
ぜひお買い求めください

￨

￨
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マ■ 宇宙 こちなみ 振りヽきで諏った「うちゅう11ん に
あえたらJは さらきらハンドt嗅 えて大人気のFと なりました
ンドJtク ラス
普r)● 詈業の授業を生かtン た「ハンデイン
のカラーを■じつつF.lい てtlた だけたのではな
'ハ tlで しょうが
一つ二の,ベ ル ニプ した ■さな世界J.練 習●￨ま しめは

,

3年 生は 音楽の授業で やわらかく

0び きのある声が出せる「 う1こ たくさ

.

しました.日 本と外国のわらヽま
ん
は'き
ヨ連びも楽しみなから学習しま[′ た.
練習の中で 高さの違う2つ ●音が美 t´
く00さ 合うおもしろさをltわ しヽ指揮
を見て みム,な が心を一つにして歌う0
1ま らt.さ を経験tン ました。
また 中せのち
ょつと不思
,日 気の改●世界●lll
=な した.
l,う こともできま
tr
l週
本番
間ばと前から 音薬会実イ
=
をし
委員の子供が中心 こなつて「朝
t■
よう ￨と 三し合い 笛■掟盗ハー
'告
',
0'ヽ ―卜沖雪 ,t′ たリ メ■ロノ ム ■合
わせ て,員 ―宅にや習しtlltン ました
音X会 を通tン て みんなで一つの音楽を
つくり Lげ たとき,■ 動を味わ い そこ
に至るまでの努力の大tlさ を学ふこと

,

′
̀等 苦労しまし
みんなのテンバが合わす
た
が 増揮を見て気おちを合ゎせて とでし
素餃な合
,う ことrJで きました.
はt'め ての大舞台で緊張
[´ 【￨lt子 し
^に
,か ったようですが 本番 では 大さな声
の二二二I実 顔 で月霙することができて
t｀ まtン たo

2ぉ bヾ

渕

傲

.

を菫たてきました。青唱の予定でしたが アともたちのが■1ま リ

が てヽまし

で 合唱とt´ て,露 ●るこて
Lが こきました。
本番 ●み4,● で 大●功 と事tiこ とのできる
‐
演奏ができました。多く
・ 子どもたちが音楽の I‐
業だ すでなく 早¨から,と しました.音 楽会を通
して ,ん はつただ す二
,■ こつな ことを
=し
′
t.
実戸できまし
'る

3"b

歌「0日 様になりtt)1で 1さ
も達が歌言
￨を 聞
き,き ,好 きJは 手
,́7を 考えました。1好=と
でハートを,っ てみたり ￨お 日な こなりtい は手を
大きく広げてお日ITOき らきちを表現 したりしまし
た。13年 生が中心と,り 元 気いっはtlに コ し｀
まtレ
た。.tl星 を,そ えて ￨で は 46年 生1ま 合奏 そして
F年 生￨よ ハ ートこと こ■かれてヤ t)ま し′
た.人 揉が少
なtiか らこそ 「されt)● 声と大きな声 r歌 うことを
ヨつてt)ま [′ た.ハ ンドベル渾
頑■るJと 言気込みを言
春では 由の最■まで年 it′ て■揮者を見続けるこ
とは難しtヽ で,が 気JÌを 合わせ獨■することが
できました,t)つ t,と 違つた大 ,台 でやt'き pt自 信
と ビ々の預張 t'に 大きな拍手と温かいお言葉をたく
さんいたださまtン t●
t「 で猥り

緊張 tレ た様子 の 4年 生 ̀「 君 をの せ
てJで は 初めての二吉F台 唱 こFI+tま
し●.最 rTは アルトの声に自信/Jな く
ソフラノの声しか聞こえなか つたOTI
が 本番 τlま ソフラノの￨■ ●や●●歌
声に負け●t)太 くてかっこよいま声た●
用し まさに戸のハーモニーを讐かせて
「お
tヽ ました。
￨で ,ま
生に0つ た
̀年ーターの提
,コ
りの元気●
●演目でした。
'り
律は 音豪の授業で子とモ,た ちが作曲
t′ たものです .太 ■の迫力 そl・ に負け
ない声。そして 打具器●リスニ、
1全 でを
合わせることはとでも難しく 何■モ珂
■ tや 雪をしヨ ンた0本 書は 子ともた
ちもス満足 t′ 「心を一つにでき● 「団
拮 できた1,と 話していました。現す こ満
足tす 常に L手 こなることを意識して
取り祖んだ成果 こした.来 年の連合音
薬会につながる素献な音楽会にするこ

とがで議 した

..

4、
に 再生鋼 支月

ちん

連合音楽会で● lt功 を[て 0内 音楽会,こ 臨んだ子どt,
達 ,そ れだ ,に □から0期 待も大きく フtン ツシヤ を 卓
していた子も多か
「 つたようで,,
,て 求められる,能 1き 高く との楽由も■敗を
高学年 とし
′
イ
た。す
￨り 返 L′ ながら●々 こ上達t´ rtlさ まし
′
:事 と並行し
ながら 朝や習
曇会活動や社のイ
′
た.白 を追うこと
ゃ休み時 ,ど にも励みまし
に着実に音楽的な表現●1目 を広￨■ るその姿に
jセ と覚.吾 を0し ました.
1よ 高学年としての声
また― ´高 ti菫 を手 り越えたらに 生.最 高
得たことと[い ま
●年に向 ,て 大きな自
=を
す
rO・

.

:難藪』綸翼[6ち 応
した.
合養● 2■
●まで涌せるよう￨[● つたのは
本香致 時前 ̀輩
'最
昌も子とも達 t円 ● 大文夫なの
が?.と いう気もちがありつつ 「氾
■ 助さ せ
る ￨と tlう nt｀ ■月意 :載 がありました'11こ
,

本番での子とも達の集甲力と気合tiよ ●はら
￨ま っ■ 6年 生
しtitの こンt●
￨

'ん
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