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これからの学校は…

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が5月末まで延長され、これに伴つて、杉並区
の/AN立学校の臨時休業措置も5月 31日まで再延長となりました。短時間で行つた始業式・入学式
以来、子どもたちの姿を見ることができない日々が続いており、東京都の感染状況の数値を毎日見
ながら、この状況がいつまで続くのかと心を痛めています。保護者のみなさまにはご心配をおかけ
いたしますが、感染拡大防止の対応ということでご理解いただ<とともに、引き続き家庭での手洗
いの励行等、体調管理へのご協力をお願いいたします。
ニュースなどでは、このところ学校教育に関する様々な話題が報じられています。子どもたちの

学習がどうなるのかという′b配は、保護者のみなさまも、私たち学校関係者も同様に感じていると
ころです。休業期間中、各家庭に担任から連絡をさせていただき、子どもたちの様子を伺いました
が、「 IC下 の充実した杉並区なのに他地区で実施しているようなオンライン授業はできないので
すか?」 という声をた<さん頂戴しました。杉並区では、子どもたちの顔や宿題の答案などの個人
情報を外部のネットワークを通じてやり取りすることが禁止されているため、オンライン授業や宿
題の提出などは機器があってもできない、というのが現状です。ただ、「これからの学校」という
ことを考えたとき、 lCTを活用したオンライン授業など、今までの学校ではやっていなかつたこ
とも当然進めていく必要があると考えています。当面、「校長室だより」に載せているような教員
の紹介や授業動画の配信など、一方向的な発信ではありますが取り組んでいきます。
そして、この臨時休業措置が明けて再開したとしても、「これからの学校」が今までとは違うも

のになることは間違いないとlTlわれます。9月入学という話題も取り沙汰されていますが、もしそ
うなつたら移行期の新 1年生は 1.5倍の人数になるため、教室が不足することになってしまいま
す。このような、制度上のFo5題、教育内容や授業時間の問題、これまで当たり前にあった行事等の
問題、さらに言えば学校に集まって学習をするのがいいのかという根本的な学校のスタイルの問題
まで、これからの学校が大きく変化してい<ことを想像しなければなりません。
4月のあまぬまだよりで、遠足や社会科見学、移動教室、校外学習等を 1学期の間は中止するこ

とをお知らせしました。学校は 5月再開を目指して新たな計画を作っていましたが、休業延長によ
つて改めて計画を練り直しているところです。再開後の活動をどのように進めるのかは慎重に検討
していく必要がありますが、たくさんの子どもたちが集まる学校では、感染防止の観点から2学期
以降の行事についても現状では実施が難しいと思われます。天沼小の良さ、特色でもある、さまざ
まな人とかかゎる教育活動も縮小せざるを得ません。また、学習内容を確実に授業で扱うには、夏
休みも大幅に短縮する必要が出てくるでしょう。これからの学校がどのようなもrDになるのか、子
どもたちの安全と学びを第一に考えて進めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいた
します。

くお知らせ>
本校養饉教綸の上農裕子は、結婚により大浦〈おおうら)裕子となりました。よろしくお願いいたします。



ご獅
《転出勧 口 腋 力弓》気―ヽ____t_

こだま学級の担任として5年間お世話になりました。明るく元気な子どもたちと最後の教職生活を過ごすことが

でき、思い出もたくさんできたことをうれしく思います。保護者、地域の皆様には、いつも温かいご協力をいただ

きまして心より感謝しております。皆さまどうぞ元気にお過ごしください。ありがとうございました。

元こだま学級担任 中村 祐子

天沼小学校での 6年間を一言で表すと感謝です。学校に関わる全ての人々が天沼の子どもにとって意義のある教

育を考え、懸命に取 り組んでいました。そんな中で成長しようと頑張る子どもたち、支えてくだきる保護者・地域

の皆様に出会うことができ、天沼小だから教師として多くのことを学ぶことができました。すべてに感謝、ありが

とうございました。 元4年 2組担任 中村 清香

天沼小の子どもたちみんなの笑顔が私の力となりました。みんなと過ごした時間は、これから先も忘れることは

ありません。また、保護者や地域の皆様の温かさに触れるたびに、この天沼の素晴らしさを感じました:こ こを去

るのはとても寂しいですが、天沼の皆さんに育ててもらったことを胸に、新天地でもがんばります。6年間、あり

がとうございました。 元 6年 3組担任 伊藤 優太

いつも笑顔いっぱいで大きな声で挨拶をしてくれる子供たち。礼儀正しく明るく元気な皆さんとふれあえて、と

ても幸せでした。多くの方に支えられて過ごした3年間です。ありがとうございました !

元事務職員 鈴木 わき子

在動中はお世話になりました。一年間という短い間でしたが、天沼小で皆様によくしていただいて楽しくお仕事

をすることができました。理科支援員のお仕事は天職と思っています。最後を天沼小で迎えたことは私にとってこ

の上ない幸せです。これからも天沼小の子どもたちが理科室で安全に実験できることを願っております。本当にあ

りがとうございました。 元理科支援員 木内 美子

天沼小の安全教育 生活指導主任 中島寛人

天沼小学校では、子供たちの身を守るための「安全教育」を実地しています。地震や火災に備えて、

場を設定する予定です。

①自転車安全講習会 (4年生)

… 10月 9日 (金 )

*講習会終了後、杉並区より「自転車安全
利用証」力`発行されます。

*保護者の方にお手伝いをお願いしてい
ます。

②不審者対応避難訓練 (全学年)

…2学期に実施予定

*本校では、独自に不審者対応マニュアルを作成
し訓練することによって、万一の場合に備えて
います。また、この避難

~Jll練
をより効果的なも

のとするため、荻窪警察の方にご協力いただい
ています。       1

今年度は4月 が臨時休校となったため、予定していた「三校合同の引き取り訓練」、「 1年生の交通,

ぜひ話し合ってください。また、防犯ブザーの携帯にご協力ください。



今年度新規採用された 1年 2組担任の成田 和 (な りた のどか)と 申します。多くの時間を子どもたちと過ご

し、その中で子どもたちの“よさ"を伸ばしていけるように頑張っていきます。共に成長し、よりよい学校生活を

送ることができるように支えていきます。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。

1年 2組担任 成田 和

この度、産育休代替教員として、主に5,6年生の理科を担当いたします、高野 雄大 (たかの ゆうだい)です。

授業では、私も合めみんなで「自由に考え、発見し、知識を深め合える時間」にしていきたいと思っています。ま

だ来たばかりで、ご迷惑ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

理科専科 高野 雄大

《転ハされた方 如々崎》

毎月の避難訓練 。安全指導を行うほか、荻窪警察署や他の機関のご協力をいただき、様々な安全教育の

③薬物乱用防止教室 (6年生)

… 12月 12日 (土 )

*グストティーチャーをお招きしての授業

:磁ll漁譜こ努鷲事

`認
す。ぜひ、ご参加ください。
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④ ～ 5年 )

*児童が安全に生活できるよう、グストティーチ
ャーをお招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。

を行うことができませんでした。ご家庭で、緊急時の集合場所や道路の歩き方について

ようしく相 lL●け

済美養護学校から異動してきました。

楽しみにしていました。一緒に勉強した

しくお願いいたします。

澤本 理恵 (さ わも

り、遊んだ りして、

と りえ)です。天沼小学校の子どもたちに会えるのを

笑いの絶えない楽しい一年間を過ごしたいです。よろ

こだま学級担任 澤本 理恵

4月 より事務室に配属されました久保 真実子 (く ぼ まみこ)と 申します。毎日がドキドキ、何か 1つ楽しいこ

とを見つけてみよう !と 思いながら、登校しています。子どもたちが楽しい学校生活を過ごせるよう温かいまなぎ

しでサポートできたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 事務職員 久保 真実子

今年度は桃井第一小学校との2校勤務になりました理科支援員の新井 康治 (あ らい こうじ)です。理科授業の

観察や実験等の補助をしながら、子どもたちの興味・関心が高まり、実験のしやすい環境の整備に努めます。理科

の面白さを伝えられるように、自分がもっているものは全部子どもたちに伝えていきたいと思います。

理科支援員 新井 康治
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5月の臨時休校中の学習課題、電話連絡についてお知らせします。
【教材配布】

教材は、一人分ずつ封筒に入つています。保護者の方には、児童昇降□に設置する学年毎のコ
ーす―にて封筒をお取りいただき、名簿に丸印を付けていただきます。
【配布日】 1回目 :11日 (月 )と 12日 (火)

2回目 :21日 (木)と 22日 (金)

【時間】 各日とも 8:30～ 11:30 と 15:∞～17:∞ の時間帯。
☆指定の時間に来校が難しい場合は、学校へご連絡ください。
☆配布物は、 1回目と2回日では内容が異なります。
☆区教育委員会さ馳示している「生活計画表」が 1回目の配布日に同封されています。必要があ
れば済美教育センターHPよリダウンロードしてご活用ください。         .′

【電話連絡】

健康観察や学習の取り組みの様子について、担任より、下記の曜日を目安に電話連llaをさせて
いただきます。電話がつながらなかった場合、後日改めて電話するなど、なるべ<週一回連絡が
取れるように考えています。ご対応よろしくお願いいたします。
月曜日 :3年 。こだま学級

水曜日 :1・ 6年
火曜日 :5年

木曜日 :2・ 4年

今年度の天沼小学校運営協議会は3人の新しいメンパーを迎えました。そこで、今月は委員の紹介
をします。

【会長】

高橋 武郎  帝京平成大学准教授 小学校校長職を歴任し現在は教員を育成
【会長臓務代理者】

井上 尚子  杉並第五小学校同窓会 文部科学省コミュニティ・スクール推進員
【委員】

朝倉 紘治  本天沼西町会会長 杉並第五小学校同窓会

新井 美和  学校支援本部学校・地域コーディネーター プロジェクトリーダー
生重 幸恵  天沼中学校運営協議会委員も兼任 元天沼中学校PTA会長
畝本 卓弥  天沼出身 現在は天沼で弁護士・弁理士として活躍中
加藤 さおり 学校支援本部学校・地域コーディネーター 土曜日学校 (ハピさた)担当
中川 晴夫  天沼三丁目西町会会長 元若杉小学校PTA会長

福原 礼奈  学校支援本部学校・地域コーディネーター 元天沼小学校PTA会長
森竹 聡   あまぬまおやじの会第四代会長 現在は広告会社を経営 彙

今年度は感染防止対応のため、臨時休業措置からのスタートになりましたが、運営協議会は皆様の
ご意見を学校運営に反映させるために協議、検討を進めていきます。1年間どうぞよろしくお願い
いたします。


