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天沼小の子ども達は明るく素直で、話を聞くとき

はよい表情でしつかり聞いています。熱心に学習に取

り組み、休み時P00は外で元気に遊んでいます。子ども

達一人一人は、それぞれの思いをもつて登校して来

ますが、教室に入るとみんなが学習を頑張ろう、よい

学級にしていこうと思つて行動していることは、素晴

翼 鞣 昴 軍 基

本部の皆さん、PTAやおやじの会の皆さんのお蔭だ

と感謝しています。

先日6月 17日 に行われた学校運営協議会では、

業公開等の本校の教育活動 こついて話し合つてくだ

さり、貴重なご意見をいただいています。天沼小の子

ども達のこと、保護者のこと、教員のことをよく考え

てくださつています。学校支援本部の皆さんは、日々

の教育活動 こたいへん支援してくださつてい誅す。野

点やセーフティー教室、お話会等、多くのゲストティー

チャーをお世話していただき、充実した教育活動とな

つています。PTA活動もとでも盛んで、保護者の皆さ

まにご協力いただいています。芝生の作業を行うとき

には、とても多くの支援本部や保護者の方にご協力

劃 鞣 雅

な取り組みを行つています。全員力てきて楽しめる活

動を取り入れ、仲良く活_Obすることのよさを体感した

り、相手の考えや気持ちを理解するため、聞くことの

大t/Dさや聞き方の学習をしたりしています。縦割り班

やそれ以外でも多くの場面で、相手の立場を考えな

がら話したり聞いたりする姿がよく見られ、子ども達

が着実に成長していくことを感1抹す。教育の大切さ

や成長の無限の可能性を感は す。

昌」校長  松 田 岡」 匡

孟機新隔摯糀 塑
して、他者への思いやりに欠ける行動が後を絶たな

い状況、いじめや引きこもり、ネット依存等があり、深

刻な問題となつています。それらを解決していくため

に、学校 家庭 地域が名立場でそれぞれの役害」を果

たし、大人が子ども達の心の成長に責任をもつて取

靭護f階凱曇磋躍
人が自ら行うことで子どもの手本となり、子どもの心

が成長すると考えています。天沼小では、多くの場lul

で学校支援本部や保護者の方にご協力いただいて

授 います。5月30日 0の「あまぬまハッピィさたでし」で

は、おやじの会の皆さんが「天沼ギネス」を開いてく

ださり、おやじの会の皆さんとOBの方お偲さん方が、

子ども達の見本となつて活躍してくださり、子ども達

とすすんで関わり、「こころの東京革命」の通りの実

鷺ξ薔千葛藷厘雇卍攀魯、今年度もオリンビソクパ
ラリンピック教育推進校となりました。2020年に東京

で行われるオリンピックパラリンピックに向けて、子ど

も達はスポーツの楽しさや大切さを学んでいさはす。

自分と立場の異なる方たち(外国人や様々な障害の

ある人達)とかかわりをがら相手のよさを感じ、だれ

もが過ごしやすい社会をつくつていくことの大切さも

学んでいきます。これは、国際理解教育やインクルー

シブ教育にもつながります。さつそく今月7日に」CA
の協力を得て、外国人の訪間を受け入れ、交流を行

います。多くのことを学び、感じ取り、日本の伝統文化

の良さの認識やアイデンティティを高めて、グローバ

笙祗Ψ閂援曇酬誕洗救援をよ

好き嫌いをしないでたべましょう暑さに負けず元気にすごしましょう後片付けをしつかりし誅しよう
(1学期の反省をしましょう)



7月 の行事予定
000着衣水泳000

本校では、毎年1回、第3学年以上で

着衣水泳を実施しています。

泳力の向上を目的として行うのが通常

の水泳授業です。それに対し、着衣水泳

では落水事故や水難事故等、非常時の

対応の学習を目的としています。実際に

衣服を身につけた状態で水に浸かった

り、身のまわりにあるものを利用して浮

いたりする等、内容も通常の水泳学習と

は違うものになり誅す。

万が一の時に備えて、必要な知識を

体験的に学べる数少ない機会です。ご

家庭でも、体調管理や持ち物の準備で

ご協力いただくことになりますが、何卒

ろしくお願いいたします。

半A(13456

半B(23456)終 LiY事■__……_

サマーワークショップを開催します :

今年も夏休みの最後にサマーワークショッ
プを開催します。保護者、地域、教職員が同
じテーブルに着いて、テーマに沿って自由に
話し合い志す。
ぜひご参カロください。
詳糸0は後日配布するチラシをご覧ください。

8月 28日 (金 )

14:00～16:00

天沼小

地下センターコートにて

あま

“

ま′1ッピィくらぶ (放課後子ども教室)の
体験コーナーがあります :

7月 18日の「あっぱれ!!天小こどもまつりJで放課後
子ども教室の体験コーナーを実施します。
おまつり当日はぜひ、アリーナにもおこしください。

♪体験コーナー :

ダブルダッチ・ソフトバレー
サツカー・ミニバスケット

♪デモンストレーション :

ダブルダッチ・吹奏楽

お子さんの様子につぃ
て、保護者と担任とが
個々に話し合う個人面
談を、夏季休業中に設
定してぃます。
詳しい日程や時間等は、
担任から配布されるお知
らせをご覧ください。
ご協力よろしくお願いい

アリーナの天丼改修工事を行います
○工事の期間は、7月 19日 (日)～ 9月 11日0
0資材の搬入および作業員が使用するため、北P5や北門内の駐輪スペース 職員玄関 開放出入□
センターホール アリーナ 北側の非常階段は立入禁上です。

○この期間に学校に来る場合には、正門から入り昇降□から校合内に入つてもらいます。
OPTA室や学校支援本部室は通常通りに使えます。○開放団体は、センターコート等は使用できません。

学校支援本部コ



校庭の芝生のあれこれに

ついて、ご紹介いたします!

☆芝生の品種について
～夏芝と冬芝～★

天沼小学校の芝生は、

芝を交互に植えています。

夏芝は『ティフトン』という品種で、先日のポット苗

大作戦 補植大作戦の苗がこれです。冬芝は『ペレニ

アルライグラス』という品種です。今年度は牛乳パツ

クで苗を育てるのにも挑戦しようと思つています。

夏芝は暑くなると元気に育ち、気温が低くなると

地下茎になつて休眠します。逆に冬芝は気温が10
～25℃では生育がよく、それより暑くをると33って

枯れてしまいます。

天沼小学校ではこの特徴を生かして、一年中芝

生が茂るよう、苗を植える時期や種をまく時期、養

生期間を調整しています。(図 1)

なお、夏芝と冬芝を入れ替えるや

り方は、サッカー等の競技場でのメ

ンテナンスと同じ方法です。(ウィン

ターオーバーシーディング方式)

☆芝のメンテナンスについて☆

みずたまきこさんとポット苗ちゃんズが減少します。

季節に合わせて夏芝と冬  夏はひんやり…芝の上は地表面温度が低く保たれ

るので、体育時の熱中症対策にもなります。

1水はけがよし|…水はけがよいので、雨が上がった後

もすぐに使用出来ます。

|けがが減d…芝生のクッション性のおかげで、転ん
だ時など衝撃が減り、けがも減ります。けがの心配

が減るので、子ども達も思いつきり身体を動かせる

ようにもなります。

芝生のお手入れの効果 ―子ども達にも芝生の手入

れをしてもらう事で、芝生をとても大事にしてくれ

るようになりました。

★皆さんの力で★

現在の天沼小学校の新校合が完成すると同0寺に、

校庭には芝生がやつて来ましたが、最初は水はけや

土壌が悪く上手く育たず、手入れをする人員も不足

していました。
間田養生君   そこで『とびだせ緑の芝生へ委員会』が発足、

そこから展開した『あまぬま芝生隊』も2年目にな
天沼小の芝生のメンテナンスは、ポット苗大作戦  りました。芝生隊では、イベントやメンテナンスの

等の大きなイベント以外に、6月から11月にかけて、  準備 手配の他に、芝生隊メンバーの勉強会、保

ほぼ毎週土曜日に芝メンテナンスを行つてい訣す (養  護者の方々のお手伝い募集、芝生へ興味をもって

生期間等は除く)。 いただくため『天晴らんど通信』の発行 芝生の
メンテナンスの作業内容は、芝刈り 補植 エ  キャラクター作成 ホワイトボードでの折々のニュー

アレーション (固まった地面に空気が行き渡るよう、  ス等の掲示 (校内)等も行つています。

穴を開けます)雑草取り 目砂まき G巴料や種を  お陰さまでより多くの保護者の皆さんに関わりを

混ぜる事もあります)水やり 各種道具の手入れ  もつていただくようになり、週末のメンテナンス作

等です。 業にもたくさんの保護者の方が来てくださるように

また、養生期間や冬場には、シートをかける事も  なりました。芝生のメンテナンス作業に参カロいただ

あります。主な理由としては、芝の種をまいた後、  いた保護者の方からは、どの作業も案外楽しかつた!

ある程度成長する誅で芝がすり切れるのを防ぐこと、  としヽう声があがっています。土曜のメンテナンスは

冬場に霜が降りて芝が傷まないよう保温するという 飛び入り参カロもOKです。是非おいでください。

ことがあります。今年度より、冬場のシートかけ軽   今後も皆さんのご協力のもと、効率的に芝生を

減のための『保護 保温シート』を一部導入する  よりよい状態に保てるようにしていけたらと思つてい

予定です。(図 1を参照ください) ます。

―
保護シート(シ

ートの上での活動pll



ボβよつつ

1年 生は、

1組「スピード

たまいれ」、2組
「パタコロゲー

ムJ、 3組「ボー

リングゲーム」
の3つのお店を

出しました。各

学級では、お店

の名前やお客さんに楽しんでもらうための工夫な

どを話し合いながら進めることができました。初め
ての経験でしたが、お店番もお客さんとしても仲よ
く協力し合って楽しむことができました。

6月 27日 (土 )
だまり流酬]驚墓3

た。メンバーは10名 と少
ないのです

が、全員が

そ れ ぞ れ

の 役 割 に

責任をもち、

意 欲 的 に

準備に取り

組みました。当日|まお客さんもたくさん

来てくれて大喜び。「いらっしゃいませJ

「がんばれ、がんばれ|」 と、呼びかけや応

援の声にも力が入りました。

エコで快適天沼まつり
～Theエコフェステイバル～

４
１

4年生 |ま、各クラス4名 の実行委員が中心になつ

てお店づくりをしました。子ども達に任せる場面が

多かつたので、話し合いが上手に進められなかった

り、上手に伝えられずにトラブルになったりすること

もありました。困

難を乗り越えて

の天沼まつり。自

分たちの思い描
いていたお店に

なりました。

|■

5′ 6
56年生は合同でお店を出しました。

学校の顔でもある高学年。一緒に活動

することにより、互いの良さを見つけ合

い、5年生は6年生のようにと16年生は、

5年生に負けないようにと1共に切磋琢

磨しながら活動しました。天沼まつりを

通して、絆を深めると共に、よき伝統も

引き継ぐことができました 1

学年全体が3グループに分かれ、「ようかいおふだ
めくり」「スピードたたき」「エコわなげ」のお店を出
しました。お店の内容は、それぞれのグループで話
し合って決め、小さい子からお年寄りまで楽じめるよ
うに工夫しました。

準備 の段階から

仲間と協力し、進

んで仕事 に取 り

組みました。当日

のお店番でも、張

り切つてお客さん

を迎えることがで

きました。


