
月４日（土）は、天沼小学校、第七回

子ども達は水泳指導を終えると同時

に、練習に取り組みました。今年は、残暑があまり

厳しくなかったとは吉え、校庭狭しと走り回ったり、

髪の毛も砂交じりに転げたり、膝に小石が食い込

む痛さに耐えながら、汗だくになり頑張ってきまし

た。そんな、子ども達の一生懸命に取り組んでき

た礦れ舞台の姿をご観覧頂きたいと思います。
　&

、運動会はどこの学校でも実施される代表

行事ですが、国際的にみると日本独特の行事でも

あります。歴史的には、明治初期に海軍兵学寮で

行われたアスレチックスポーツとしての「競闘遊

戯」と記されています。その種目は、「二人三脚、

棒高飛､三段跳､肩車競争､水桶競争」などがあり、

最終種目は「予科生徒が、身体に油を塗られた四

方八方逃げ□る子豚を捉える競技、豚追」と記録

されています。その後、「遊戯会」「連合体操会」

と名称が変わり、明治中期には綱引きやパン喰い

競争も導入され「運動会」として学校に定着した

ようです。また、当時の万国博覧会から賑やかなイ

ベントの象徴として万国旗も張られました｡そして、

運動会のＢＧＭの定番曲「天国と地獄」や「ギャ

ロッブ」も走る気持ちを掻き立てるが如く使用され

たうです。　i

ように運動会は体操の要素を組み入れつ

つも、地域コミュニティーの役割も担い、日本特有

の行事として行われてきました。時代と共に変化し

てきた運動会ですが、今のトレンドは「組体操」で

はないでしょうか。以前は笛の合図で一糸乱れず行

われたマスゲーム的な組体操ですが、最近は音楽

に合わせた総合パフォーマンスとなっています。天

沼小学校では、高学年の「天沼伝」として開校時

から引き継がれており、五年生の総合的な学習で

作成した藍染のＴシャツを着用し、全員で取り組む

和太鼓と竹笛のオープニングは圧巻です。二学期

になると、休み時間に校舎を掴るがす太鼓の晋

が響き渡ります。自主的に練習に取り組む子ども達

の姿にこの「天沼伝」の伝統と重みを感じます。

後半の組体操は、個人枝から小集団、大集団とダ

イナミックに演技が進みます。本番に至るまでの過

程は、様々な葛藤や苦しさ、時には痛みもあるこ

とでしょう。しかし、演技を終えた後の成就感、達

成感が､すべての辛さを消去してくれます｡それは、

実際に厳しい練習に取り組んだ子ども達にしか体

感できない価値あるものであることは、見ている周

囲の仝ての人にｲ云わってきます。勿論、その雄姿

は下学年の子ども達にも憧れとして目に映り、かっ

こいい高学年として羨望の気持ちを生みます。

　01Ξもそんな感動が､校庭に繰り広げられます。

五年生の真新しいTシャツに対して、やや色落ちし

た六年生の丁シャツに成長の証も垣間見ることがで

きます。この感動は、高学年の二年間で作り上げ

られるものではありません。低学年の可愛いさとい

うアドバンテージの中にも、相手に合わせる、学年

全体の動きを意識する経験に基づいています。中

学年では、個々の動きの集大成として迫力を求め

るなど集団の表現と捉えています。つまり、一年生

からの積み重ねがあって、はじめて高学年の「天

沼伝」に取り組めるのです。今年も、各学年の発

達段階にあった演技､種目からも「すごいぞ､天沼」

を感じ取れることと思いますが、是非「天沼ｲ云」を

堪能していただきたいと思います‥‥不易と流行。

　「天沼伝」は不易と進化しています。



ｅ;あlo月の行事予定
日 曜 行事予定
１ 水 都民の日

２ 木 全校練習　安全指導

３ 金 運動会係　１年生～4年生が5時間授業

４ 土 第7回運動会

５ 日 運動会予備日

６ 月 振替休業日

７ 火 かけあし低

８ 水 特WII鴎程Ｃ

９ 木 集会　こだま連合運動会

１０ 金 たてわリ活動　こだま連合運動会予備日

１１ 土 お泊リギャンプ

１２ 日 釦白リギャンプ

13 月 体育の日

14 火 かけあし低　一難訓練　委肖会活動

１５ 水 特別冊程C　連合運動会(5)、　･－'゜'‥‥゛｀-‘ヽ

読書　　　　　　　　　　　　尽づ中止の場曾にけ16 木
１７ 金 かけあし高　連合運動会予備　　｀，去!ごlyごごヽ-・

18 土 ハピさた　ハロウィン衣装作り　　：ごｓヅてごIJ?.、

19 日 震災救援所訓練13:00～　　　　・こごａｇ;ａ
20 月 全校朝会　クラブ活動　　　　　：理z1姑閤諮笙・
21 火 かけあし低　　　　　　　　　　：に変更します。

22 水 読雲高　生活科見学（2）　　　　｀･-‥------●

23 木 天沼FP　たてわリ遠足

24 金 特別冊程Ｃ　演劇ワークショッブ（4）就学時健康診断

25 土 杉並ウェルネスディ

26 日 ハピさたハロウィンパーティー

27 月 健康朝会　学芸会係

28 火 かけあし低　理科教室(5)

29 水 読書中
30 木 集会
31 金 かけあし高　連合運動会予備

議§]-た

　　　　あまぬまﾊｯﾋﾟｨくらぶ

　｢あまぬまハッピィくらぶ｣は、学校支

援本部が企画・運営をしている放課後

子ども教室で、現在、約190名の児童

が在籍しています｡開催している教室は、

サッカー、野球、ソフトバレー、ミニバス

ケットボール、バドミントン、ダブルダッ

チのスポーツ６教室と学習補充教室で

す｡指導者は、地域の方や卒業生、元

PTAの方などにお願いしています｡また、

どの教室も活動中は、地域や保護者の

方が交代で子どもたちの見守りを行っ

ています｡参加児童の保護者の皆様に

その目的や効果などを理解していただ

くために年1回の合同保護者会を行っ

ています｡放課後子ども教案は､学年の

枠を超えた子どもたちの交流の場にな

っているとともに｢ルールを守ること｣

や｢準備・あとかたづけの大切さ｣など

を学ぶ機会にもなっています。

サマーワークショップ

｢インクルーシブな次世代をともに育む～みんなが｢つながる｣ことかより良い次世代の育成につながる～｣

　教職員･保護者･地域､総勢55名がディスカッションを繰り

広げる｢サマーワークショッブ2014｣を8月28日(木)午後に

行いました｡共生社会の中にあって､天沼小学校の教育に

関わる人たちが一同に会し､これからの天沼小学校の教

育をどのようにしていこうかと考え合う時間です。

　まず福田校長先生から､天沼小学校が進めている｢イン

クルーシプな次世代育成｣という､まだ聞きなれない言葉に

ついての説明かありました｡｢インクルーシブな観点を持つ

ということは､これからのグローバルな社会を生きていく人

材に求められる資質である｡｣｢その力を育むために子ども

たちは様々な立場の人々と関わり合うこと､本物に触れるこ

とか必要であり､天沼小学校では特に力を入れている教

育活動である｡｣と話されました。

　続いてワールドカフェスタイルでのディスカッションを行い

ましたが､打ち解けた雰囲気の中で様々な意見が出されま

した｡｢保護者同士のつながりを生む場である保護者会充

実のための提案｣､[学校･保護者･地域が関わりをもつこと

でつながりが生まれるということの再確認]､そして｢天沼

小学校に関係する人達みんなは一つのチームであるとい

う気持ちをもち進んで行こう｣として会を締めくくりました。
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【はしれ!いっぽんみ
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　校庭の直線コースを､まっすぐにゴール目指して

全力で走ります｡ご声援をお願いします。

【Dancingニンジャ】

　忍者になりきって､音楽に合わせながら､元気いっ

ぱいに踊ります｡一つ一つの動きを確かめながら一

生懸命に楽しく取り組んできました｡かわいくて､か

っこいい平成版ニンジャになりきる子ども達の姿を

お楽しみください。　　　　　　　。・

【おどれ!玉入れ】　　　　　　　　　　・

　ダンスを踊りながら､曲の変

わり目で玉入れをします｡赤組

も白組もたくさんーに入れら

店

れるように力を合わせてがんば　　　．　゜。

ります。

【風になれ】　　　

｀l●l●F

　スタートダッシュ、カーブ、ラストスパート、どこ

も気が抜けない80m走。全力で駆け抜けます。

【天沼の嵐】（つなひき）

　先発が中央で綱を引き合　　ゝ１　　　　　１ρ
い、後発がトラックを走って　｀　　　　　　’

から加勢します。それぞれ　　‘

の役割を全うしながらチ

W

－ムワークで勝負に挑みます。

【G☆dance】

　緑鮮やかな芝生の上でGポールに乗ったり、はね

たり。音楽に合わせた1人技、２人技、集団技に

挑みます。躍動感あふれる子どもたちの動きにご

注目ください。

　　　　　　　　　｀･●゛

【カーブdeショーブ】

　2年生になり、初めて曲走路に挑戦します。１年

生の頃に比べ、少し体が大きくなってきました。全

力で60mを駆け抜けます。ご声援よろしくお願いし

ます。
【すばやくGet!!】（しっぼとり）

　赤対白で、相手チームのしっぽを取り合います。

自分のしっぽを取られないように逃げながら、相手

のしっぼを追いかけます。しっぽをつけたかわいい

姿にもご注目下さい。

【煌（きらめき）～Rock八木節】

・群馬県の民謡「八木節」をロック調で踊ります。

子どもたちは、日本の踊りの力強さとかっこよさが

大好きです。動きが大きく見えるよう、練習を積み

重ねてきました。2年生みんなが、心をひとつに頑

張ります。

あまかけ　　　　
i●i●IF　

j　゛
【天・翔る】

　スタートダッシュ後のコーナー

jl

y

が見どころです。コーナーの内　

逐

側に体を傾け、一生懸命腕を振

って80m先のゴールに向かって駆け抜けます!!

【竹取物語】（棒引き）

　スタートの合図で、棒をめがけて猛ダッシュ!1本

でも多く自分たちの陣地に引っ張ってきた組の勝ち

です。頭脳戦?体力戦?果たして今年の勝利をつか

むのはどちらの組でしょう。

【天沼ソーラン】

　天沼小4年生の伝統、天沼ソーラン。「力強い大

きな動作で息を合わせて踊る」をめあてに、一生

懸命練習に取り組みました。先輩たちから受け継い

だ天沼法被を着て、緑鮮やかな天沼の海に船をこ

ぎだします。

万一スも多くあリ

【組体操＆和太鼓　～天沼伝2014～】

　今年の組体操のテーマは｢つなげる｣｡個人技や2

人技､グループ技が次から次へと力強くかつ俊敏に

繰り広げられていきます｡学級や学年､そして全員で

の大技にもご期待ください｡技が成功したら大きな

拍手をお願い致します。

　組体操の荊には伝統

ﾘｽﾞﾑだけでなく､姿勢や表情､声にもご注目ください。

１人1人の思いを込めた一打一打が､心に響きます。
【係活動】

　演技や競技といった種目だけが活動の場ではあり

ません｡運動会全体を支えている5･6年生の係児童

の働きにも､ぜひご注目ください。

ゝ
－

／

　高学年の短距離の見どころは､第2カープ後の直

線での加速とゴール直前までのラストスパートです。

最後の最後まで決着がわからなし

ます｡5･6年生の大きな走りに

ご期待<ださい。

【いざ!1天沼の陣!】(騎馬戦)

　騎馬戦です｡赤と白の大将を

決め､相手に勝つための騎馬の

組み方や攻め方など作戦会議

を自分たちで進んで話し合いま

した｡5･6年生の結束力と熱い

戦いをとくとご覧ください。

　こだま学級の子どもたちは、それぞれの学年の種目（表現、徒競走、団

体競技）に参が］します。毎日の練習は大変でしたが、たくさんの友達の優

しい声かけや手助けがあり、がんばﾘ続けることができました。天沼小の一

員として、みんなと一緒に力いっぱい取り組む姿に、あたたかいご声援をお

願いします。



(斐舗よ吉原穏E)～2014杉並区｢特定の課題に対する調査及び学力調査｣の結果と考察～

(各教科平均正答率(％)〉

　　　　　　　　百字は区の平均を下回っているもの

平均正答率 杉並区 本校

国

語

教科全体 43.5 43.5

基礎 52.9 52.4

応用 28.4 29.1
話す・聞く 64,8 66.4
書く 25.4 22.7

読む 40.5 41.4
言語 57.7 56.4

算

数

教科全体 61.8 61.3

基礎 71.1 72.1
応用 42.0 38.1

数学的考え方 47.7 45.5

技能 76.9 78.4

知識・理解 67.2 67.0

〈読書習慣〉

杉並区 本校

1ｹ月に読む本の平均(冊) 10.6 11.5

〈正答率分布状況〉　　杉並区＝　本校＝
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　国語は｢応用｣｢話す･聞く｣｢読む｣で､それぞれ区の平均を上回りました｡出藍傾向にもよりますが､全般的に｢害

く｣と[言語]の力の伸び悩みが本校の特徴として見られます｡箇数は｢基礎｣と「技能｣が区の耳Z均を上回ったもの

の､｢応用｣と｢数学的考え方｣が下回った結果になっています｡算数はその年の出題傾向によって得意不得意分野

が変動するため､一概には言えませんが､闇題を解く速さが本校の結果に影響していると考えます。１ヶ月の早均読

書冊数は｢11.5冊｣と､昨年度の1 1｡ﾜ冊を下回る結果となりました。

　国語の改善策として､漢字学習の際の｢熟語｣や｢例文｣の扱いをより充実させること､調べ学習の際の｢まとめ｣

の時間を十分に確保すること｡また､音読を通じて正確に誤む技術の向上を図ることや､日記や自学を通じて自己表

現をさせることで､論理的思考の発達を促すことにも引き続き取り組んでいきます。

　箇数の改善策として､引き続き計算力の向上に力をλれていきます｡また､授業の中で白分の考え方の道筋や方

法を表現し､互いの考えを理解し合う場をつくり｡｢話す･簡く｣｢書く｣力の向上にもつなげていきます。

　｢ハヽリピィスタディ｣や｢フォローアリプ｣｢天沼夏季講座｣など､授業時間以外での学習の壇を設けることで力を伸

ばしてきた児童もいます｡漢字や崇位の換算などは､使わないと忘れてしまいます｡計箇のスピードを上げるには、

(九九を覚えるように)緬り返しの練習が必要です。

　児童の学校での生活は､学習だけでなく様々な行事や仕事､交友に時間を曹やすこととなります｡毎日の､短E鎔間

での継続した家庭学習(宿題)が､大きな力に繋がることは間違いありません。

　ご家庭の､地域の皆様の協力を仰ぎながら､児重の学力向上に努めていけれぱと考えます｡ご理解のうえご協力

よろしくお願いします。

一 一

17:……ｭｙ≒ﾀﾞ言葉の教雍=二j∧……

fそんなつもりで言つたんじゃないのに･一一｣たった一言の言葉で誤解を生んでしまう経皺やまた､それで気

分を害された経験をした人は少なからずいる事でしょう｡考え方や気持ちを正しく伝えることは､練習や訓

練､経験が必要です｡2〔〕20年の隻京オリンピり･りを控え､ますますコミフ1ニケーション能力が必要とされる

子どもたちの将来の為に､今､言葉の教育が見直されています。－　　　－　j-　　　　ヅ

　｡本校が年間を通して取り組んでいる挨拶運動を始め｡百人一首を６年間かげて覚える企画､一天沼中との

連携で取り組み始めた｢言霊百運｣と古今東西の美しい言畠に身近に触れる機会を全員がもつように教

育活動を計画しています｡子どもたちの吸収力を信じてマスターさせていきたいと思いますａ・・　。　' ：
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