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4月止:彬笠出で初めての施設一体型の小

中一貫教育校、杉並和泉学園が開校いたしました。

小学校の学びと中学校の学びをつなげ、9年間の学
びの連続が展開されます。今後、杉並区としては施
設一体型の小中一貫教育校を少しずつ増やしてい

くことと思われますが 長い年月を必要とします。当
面は、小学校と中学校の施設分離型の小中連携が

轍 鮒 鼈 :鵬
字をとり、平成27年度の小中連携の取り組みとして

「AKA27」 と名付けています。杉並区では、小中連

携を進めるにあたって、中学校区を基本と考え、中学
校1校に対して小学校2校を原則的な組みあわせと
しました。その組み合わせが「AKA」 です。この

「AKA」 には、他のクループにはないアⅣ ンヽテージ

があります。それは、三校共コミュニティースクール

(CS)と言うことです。併せて、この地域には天沼中

学校区の「地域教育推進協議会 (地教推)」 も設置
されています。「地域教育推進委員会」は、夏休みの
「天沼チャリティーマーケット」やスマイル缶バッジで、

な』i  鰊
育」「生活指導」について年2回、摂業を通した小中

一学校の教科部会を年に3回行つていますぎ4月は、教

員の定期異動もありますので天沼中学校の校長先

生のハンドリングで、お互いを知り合うコミュニケー

ション活動を楽しく行いました。これらの背景のもと、

天沼地区での小中連携が次のような見える形とな

つて表れてし漱す。

03校の先生同士の顔が分かる

街中で他校の先生とお会いした際、挨拶や会話が

成り立ちます。過日は、その様子を見ていた保護者

が「中学校の先生もご存知なんですね…」と感心さ

れていました。教員同士が知り合うことは、児童生徒

の学びの連続性を生みます。

●高校進学の現状を管理職は知つている

管理職都会では、都立高校・私立高校の複雑な進

学システムを、時系

'Ⅲ

こ沿つてレクチャしていただき

ました。単願推薦 併願優遇などの実態が分かりまし

た。小学校の管理職が高校受験を知ることは、義務

教育の出□保障の一助となると思います。

0児童生徒交流の場が広がつている

天沼中学校の生徒が様々な活動で支援してくれ

ています。PTA主催の天沼まつり、おやじの会の天

沼フエスタ、そして、特色ある教育の幸道、百人一首、

地域清掃、運動会等の片付けなど、活動は広がって

います。先月の天沼中学校の入学式の新入生代表

挨拶に「百人一首で知り合つた中学生の先輩が優し

く声を…」とありました。子ども達の気持ちの中にも、

しつかりと小中連携が根付いています。

鳥 嘲 難 8r言祗 認 巫

凛々しく堂々たる態度、体育館内に響き渡る男子生

徒のテノール。入学式では生徒会がウィツトに富ん

だ先生紹介をするなと 同じ空間にいて学校全体の

まとまりと温かさを感は した。改めて天沼地区の教

育環境の素晴らしさを体感してきました。今年は、天

沼中学校が実施していた学級集団アンケート(QU)
も沓掛小学校と実施し、更に連携を深めていきます。

また、天沼中学校の校長先生にも来校していただき、

高学年の保護者の方々に公立中学校の様子をお話

しいただく予定です。このような取り組みを通して、

地域全体で児童生徒の健やかな成長を支えること

も、コミュニティースクールの役割だと思つています。

保護者の皆様も、天沼小学校の子どものみならず、

天沼地区に住む子ども達に対しても地域の目を広

げていただけることを願つています。

仲良く遊ぶ工夫をは しょう 健康診断を上手に受けましょう 決められた時間を守り、

楽しい食事をしましょう



…・………うぜ議になりすした。どぅぞぉ薫戸ri
杉並区初の続合校創生期6年間1凝史をズ

る事業にたずさわることができたことは、我が人
生の誇りとなりました。

教職員、児童`保護者、地域の方々とともに全

力で取り組むことができたことに感謝の思いで
いつぱいです。

今後もできる限り、「すごいぜ天沼

“

Jの発展に
かかわっていきたいと考えています。

コ副校長 ―ツ柳 秀美

五年間、天沼小学樹 漸 熙し、たくさんの人た
ちとの出会いを通して、私自身、大きく成長させ
ていただ誌 した。目を開じて 振り返つてみても

子どもたちとの楽しい思い出ばかりが浮かんで
きます。こだま学級のみんなと過ごした時間は、

私にとつて大切な宝物です。:こだま学級、最

高‖J

蘭薇 字級担任 相原 禿夫

みなさん、お元気ですか。今年の春に立川市
立第二小学校の1年生の先生になりました。天
沼小学校にいた期固い たです成 元気よく
あいさつをしてくれたこと、上級生が下級生のお
手本にな磁 うに何事にもし刑 取り組んでい

たことがあまぬまの素晴らしいところだと思つて
います。あまぬまの良き伝統を守り、これからもが

んばつてください。

平虚 時 虔1年劉 担任 亀出 協子

天沼小でのワ年間は、かけがえのないものとな
つて、心に残つてι憲す。中でも、子ども達と作リ
上眈 朕 沼伝」は一番の思い出可 。

「不易と進化Jこれからも、熱い伝統を守りつ
つ、それを礎にビルドアッ7bていく天沼小を応
援しつプすます。これま■ 保護者の方 を々はじ
め、CS、 AW、地域の皆様には.多大なるご支援、
ヽ協力をいただきました。心より感謝申しあげま
す。これからも「天沼魂」を胸に頑張つていきま
す:天沼小に栄光あれはた会える日を期レ引こし
てしはす!さようなり

前

““

組担任 山田 軍浩

一年周という短い期間でしたが、大変お世話
になりました。否掛小からの異動でしたので、
AKAで交流があり、天沼小の教育活動に関心が
ありました。非常動教員という立場でしたハ「す
ごいぞ、天沼

"」

をたくさん見つけました。子ども
達の頑張りは無論ですハ 教職員 保護者 地域
(CS AW)の 方々の支援もすごいと思t球した。
新鮮で、感動的な一年間でした。有難うござι憲
した。

前低学年ロエ専科 神谷 英子

今までお世話になりました。保護者の方々の
温かいお言葉や応援が今でもぶ こ残っています。
多くの方々に支えていただきながら、とても充実
した8々を過ごすことができました。天沼10子
どもたちと過ごした日々は私の宝物です。短ぃ

間でしたが、本当にありがと麹 憲した。
前1年額 任 伏江 祥吾

1年間、大変お世話になりました。

天沼小学校は、たくさんの方にとても大事に
されている学校麟 と強く感じると共に,そのよ
うな搬 で働くことができたことをとでも鱚しく
思います。これからは同じ区内の和田小学校よ
り天沼小学校の子ども連の活躍を見守りたいと
思います。61Jがと熱 意しL

前4年鞭 任 書田  曜

以前杉五小の頃に勤務しており、別の学校で
定年退職を迎えて、また天沼小で講師として勤
務することができました。とでも親近感のある学
校■ 3年生や1年生と一緒に学習し、かわいい

子ども達に囲まれ、毎日元気と痣しをもらって過
ごすことができました。このご縁を有り難く思つ

ております。3年間大変お世話になりました。
前3年生理科専科 斉藤 ヨネ子

天沼小t・は体育専肴として2年間お世話にな

りました。現在は八王子市立高倉J中校で4年

生の担任をしていて 毎日楽しく過ごしています。

天沼小学校で過ごした日々 は、毎日が感謝の気

持ちでいつばいでした。本当にありがとうござい
ました。

コ体育専科 飯塚 直大

天滑小学校の皆さま、大変お世話になりました。
さまざまな子ども達と出会い、触れ合うことが

でき、子ども連からたくさんのことを教えてもら
いました。
大きくなつた子ども連と、どこかで会えること

を楽しみにしております。
楽しい日々 を送らせていただきありがとうご

乱 意した。
冒さまのご活躍とご健康をお祈り申しあけはす。

前スクールカウンセラー 鈴木 直子

隕
参
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※ご報告※

昨年度、躍任式を渭ませました竹内明子先
生(図工専科)は、天沼小学校に籍を置き、長
期派遣研修生として東京教職員研修センタ
ーに勤務しておりました。今年度4月、区内の

済美小学校の副校長として昇任いたは した
ので、こ報告ttL/8。



今年度、同じ杉並区の杉並第二小学校より転任して
まいりました4年e組担任の出□悠介と申1抹す。天沼
小に来て最初に感じたことは子ども連がとても素直で
明るいということです。そんな子ども達と共に様々な目
標に向かつて全力で取り組んでいきます。慣れない環
境の中で意だ緊張していますが気軽lL声を掛けてくだ
さると嬉しいです。どうでよろしくお願いいたします。

4年3組担任 山口 態介

補助教員として、今年度より杉並区にまいりました鈴
木みゆきです。元気で素直な子ども達に出会い、充実し
た毎日を過ごしてしはす。
天沼4■校は、地域に支えられ、設備も整つた素晴ら

しい蒙育環境に態はれた学校だなと感じております。
子ども達の成長を支えていかれるよう、力を尽くして

いきたいと思います。どうtよぅしくお願いいたします.

3年生補助教員 鈴木みゆき

1年生少人数算数の授業を受けもつことになりまし
た山下敏子と申します。夢lLまでみた天沼小学校に勤
務することができ.本当に幸せです。
趣嗽よ、走ると です。
天沼小の子ども達の学力向上のために、全力で取り

組みます。同時に、子ども達と一緒lctり回れる日を楽
しみにしています。

低学年算鐵担当講師 山下 致子

はじめまして。スクールカウンセラーの亀井です。今
年度は、ほぼ毎週の本曜日に来校味 すので、よろしく
お願いします。カウンセリングと言いますと、何やら堅苦
しい感じがして味 し球すか私は3人の男の子の父親
でもあります。遠慮なく子育てのこと、勉強のことなど
をご相談ください。心よりお待ちしています。

スクールカウンセラー 亀井 哲宏
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このlヵ月で、子ども達が明るく素直は とまりがある
こと、すばらしい校舎で学習環境に意まれていること等
が分かりました。また、学校支援本部やPTAの皆様がた
いへん活躍されていると も分かりました。皆様と共に、
子ども達の成長のため よりよtヽ学校をつくつていくた
め努力いたします。ようしくお願いいたします。

副校長 松田 目匡

清瀬市立清瀬小学校より転任してまいりました、城鼻
悠(じようはな ゆう)と申します。4年 1組の担任と

して、学年をまとめていけるように一生懸命指導してい
きたいと思っていますの■ どうぞよろしくお願いしヽたし
ます。何事にも挑戦させ、子ども達に「できたI」 という
喜びを味わわせていきたいです。

4年 1組担任 城鼻  懲

「となりのトトロ」のモデルになつた八日山が校庭に
入り込んでいるような 自然豊かな東村山市立北Ш小
からまいりました。「明るく、楽しく、元気よくりをモットー
に、保護者の皆様や地球の皆様のご協力をいただき、
わかりやすしヽ授業と子ども達が安心して通える環境を
心がけたいと思います。毎日来たくてたまらなくなる学
校をめざしてIどうぞよろしくお願いします。

2年1観48任 凛薔 昌子

済美養動 から転任してまいりました。

天沼小学校の優しく健やかな子どもたちlc出会えて、
とても嬉しく思つています。子どもたちから、たくさんの
π丸をもらいながら、また、御家庭や地域の皆様のお力
をお借りしながら、子どもたちの幸せのために一生懸
命がんばりたいと思つています。どうでようしくお願い

致します。

こだま学級担任 中村 祐子

今年度、三鷹市立第五小学ほ り転任してまいりまし
た。1年3組を担任します。子ども達一人ひとりに分かる
喜0できる楽しさを味わわせられるよう全力で取り組
んでいきます。保護者の皆様、地域の皆様とともに天沼
小の子ども達のために精一杯頑張りたいと思いますの
で、どうぞよろしくお願いしますp

l年3組担任
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※ご紹介※

鈴木 友美先生 (前・東田小詢
この3月にご勇退され、三分区の右手教員育成の指

導教授として天沼小学校の籍となりました。三分区の

学校に出張することが多くありますが、本校でも教育
活動にご尽力いただきます。
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天沼小の安全教育

天沼小学校では、今年度t子出 達の身を守るための「安全牧甘」を実地臓 す。地震や火災l_4えて、■月の理
難剖線。安全指導綺 うほか、次塞警察暑や他の機関のご協力をいた爆 、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 鮮 年)・・…・5月22日 (鋤 学校公開日
*値学年 (1～3年生 。こだま)li2校時に「逹れ去り防止」、高学年 (4～6年生〉は3校時に「ネットトラブル防止」を
テーマに実施します。摯 峙終了後の中休み20分間日蝶 護者樹 象としても実施いたします。

②三校台同児童・生徒引き取り副諄 僣ヨ離→・…・・ 編 25日 u011115～
*天沼中、各掛小、人沼小合同で逹構をとった〕1線留ネ ttした。(実施済み)

③嗅洒崚性渉嘲醐麟 (1年生)・ …・ 5月28日 (木)1校時
ホ歩行時の交通事故力上のため、学校周りの学区壇を小グループ苺に、実藤に歩きます。
保護者の方にお手伝いいただき子ども逮と一緒lt歩いてもらうよう、計画しています。

O自転車安全利用
―

会 0年生)……・ 6月4日 (木)2校時～
*清習金終了後、杉並区より「自転車安全利用調 が発行されます。

O― 対応避難調燎 栓 学年)・…・・6月9日 (Ю 磯 時
*本校では、独自に不審者対応マニュアルを作成tul線することによって、万―の場合に備えています。
また、この義難剖線をより効果的なものとするため、キ前に敏澤讚がマニュアルをもとに

'1練

姉 っています。
ホロ セ裁 った不奪者が校舎内に優入した」という想定で罰練が行われます。

③彙詢乱用防止敦室 (6年生)…… 7月 11日 (D
*グストティーチャーをお招きしての崚葉となる予定です。

②学校公開中脚 朧 Ct― ・・…・11月 14日 (■)中休み
*保護者や地裁の方々が来校中の、大人数の中での訓線を行います。保護者の方も、いざという時の動きをご確認くだいヽ

0その他、学期始めd鬱りの数日間は、児童の安全を見守るために登校・下校時′ヽ ロー崚 教職員が行うことにしてし燎す。

ご家庭におかれましても、お贅 んの防犯ブザー椰帯にご協力いただくとともに、登下校時にできる籠囲で自宅付近での

見守りもお願い

“

ればと思います。



5月 の行 事予定

◆平成26年度内14～12月末)に

学校に来校された回数

①月2回以上     93
②月1回程度    102
③学期に1～2日程度 109
④年間で1～2回程度  5
⑤一度も行っていない 0
無回答       8

学校との関わりについての

アンケ…卜結果

(全国答数 317 無回答含む)

平成26年度の学校評価アンケートには多くの方にご協力いただきありがとうございました。先日、別紙に

て結果報告をさせていただいたところですが、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。今回は学校への来校数とその理由に関しての設間についてで

す八 今年度もまた多くの方が学校の活動に積極的に参加してくださっているという様子がわかる結果とな

りました。昨月の半ば|こは27年度の天沼小が目指す教育と「学校評価」に関するご案内を配布いたします。

また、同時期に今年度初めての取組として「教育課程説明会 (天沼教育フオーラム)」 を複数回実施する予

定です。配布されたご案内をご持参いただきご参加いただければと思います。今年度もよリー層の情報発

信に努めていきますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ゴ餃運営協議会だよ⊇ ◆来校された理由 (複数回答可)

①学校行事(運動会等)          305
②授業公開               287
③PTA活動              123
④各学級からのお手伝い募集        54
⑤学校支援本部のサポーター活動      37
⑥学校支援本部のハピくら・ハピきた等の活動 106

⑦あまぬま芝生隊の校庭芝生メンテナンス活動 71
③あまぬまおやじの会のサポーター活動    42
Cその他                 54

体カテストについて

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 9日 (火)く雨天決行〉
※9日側に欠席した児童は、11日内の

放課後に測定を行います。

種目◆50m走 ‐シヤトルラン・握力

反復横跳び・立ち幅眺び

ソフトボール投げ・上体おこし

長座体前屈

(一部種日は、各授業の中でも実施します。)


