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蘇ります。あの子プタちやんたちは仲良く遊んでい

るかな?海賊島は花いつぱいになつたかな?孫 1雪 空

たちは無事天竺に着いたかな?同窓会ごつこのパー

トIが見てみたいな1ドロシーたちは自分のいいところ

に気づき、前向きに生活しているかな?そして、気

化してし訣つたエルコス。アリーナのどこかにいるの

でしょう|「人間の心にある一番美しいものは許すと

いう気持ち」過ちに気づいた0寺、素直に謝れば、「あ

まふわ言葉」のように、それを許す空気をエルコス

:|[警計?最z±:E冗
どの子が「子どものおばけ、いい幽霊」と答えて

い志す。

Wikiped aに よると

座敷童子 (ざ しきわらし)は、主に

岩手県に伝えられる精霊的な存

在。座敷または蔵に住む神と言わ

れ、家人に思成を慟く、見た者には

幸運が訪れる、家に富をもたらす

などの伝承がある。

とあります。でも、濠」の中で、

ユタ「その仲間たちに見守られているんだよ。風も

雨も木も草も太陽も日差しも、見えない仲間たち

からの励ましの言葉なんだよ。J

小夜子「私たちはいつも見守られているんだね。

だから、いやなことがあつても、その後、いいこと

がいつぱしヽあるんだね。」

というセリフから、座敷わらしつてひよつとして 一

5年生の中には、それを感じた子もいて、「座敷わ

鮒 尚 斡 逸 震 こ織 :。

だから、「いじめ」なんで日常茶飯事でも、それが

原因で不登校や自殺に発展することは、ありません

でした。座敷わらしが醸し出す空気や雰囲気 (風

や雨や本や草、太陽や日差し)を、子どもらは肌

で感じ、挙げたこぶしを下ろし、つらい思いを乗り

越え、友情を育み、その小さなコミュニティーの中で、

講 II讐 驚隧 疎 ぎ

をすくい取り、コンクリートで固め、真つすぐな人工

の川にしました。しかし、人工の川には自然浄化能

力がありませんでした。そのため、死んだ川は生き

返らず、仕方なく、またコンクリートをはがし、真つ

すぐな川を蛇行させ、川岸に葦や萱を植えました。

その結果、バクテリアの力で自然浄化され、きれい

藝柵 綺 蠣愕耗党
てしまうと、病んだ状況が顕著化します。今、子ど

もたちの中にある「いじめP。0題」も社会の歪がそ

の地域にあつた浄化能力を低下させてしまつたので

輸 配 し傷詈選 事5懲了
で気づき、反省じ行動を改め、また立ち向かい乗り

越える、勇気をもつ。そんな天沼つ子が増えることを、

エルコスも座敷わらし達も見守つていることでしよ
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学校をきれいにし志しょう
～2学期の反省をしましょう～

寒さに負けず元気に
過ごし意しよう

みんなで楽しく食べましょう



塵ジ12月 の行事予定
天沼小学校支援本部(あまぬまワンダラーズ)の
活動を紹介します

お店番体験 ～教会通り商店会～

11月 27日 に3年生が教会通りで「お
店番体験」(総合的な学習の時間)の
授業を行いました。「実際の店舗で商
品を売る」という本物の体験ができる
のは、地域の商店会のご協力があるか
らです。初めてのことばかりで戸惑う
子どもたちに、商品の名前やおつりの
受け渡しのやり方を教えてくださるの
は、各店舗の皆さんです。1せしい時間
帯にもかかわらず、天沼小の子どもた
ちのために毎年ご協力いただけること
にとても感謝しています。子どもたち
は、この授業を通して「商品を売るJと

いう体験をするだけではなく、地域の
商店会の皆さんと交流を深めるきつか
けにもなつています。

泊11庭

|11■ 月 健康朝会 委員会 長縄週 P03始～ 12/13
央 4時間授業 安全指導

墜
Ｉ

水 4時間授業 理科教室4
木 歯科検診 保護者会456こ
金 社会科見学5 保護者会123 茶道英語6

6 一土 アルケミストコンサ‐卜16時～勤労福社会館

7 日

, 月 全校朝会 クラブ活動 こだ訣4時間授業

三
範

央

水 たてわり班遊び フォローアップ 茶道5
本 美術館見学5

金

土 土曜授業 長縄記録会 AKA地域清掃 連合図工展始

14 日

1

月 全校朝会 クラブ活動 連合図工展終

犬 かけあじ低 社会科見学C

12/26(0～1/6ω )
″
一一

水

木

金 かけあじ高           ・゙

20 土

21 日

Ｚ
一

月 全校朝会 4時間授業     : 1月 7日 (水 ) 
「

23 犬 天皇誕生日          1  63∪ ～   :
4時FBR授業  

「
樺話満帯話護¬係蔦―t_1曽?___オ

24
125

水

本

～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月に児童・保護者・教
職員・地域を対象とした「学校評価」のアンケート調
査を行っております。これは、学校経営方針に基づく
天沼小学校の様々な取り組みについてアンケート調
査を実施し、その結果を受けて一年間の振り返りを

行い次年度の学校運営に生かしていくというもので

す。平成23年度から取り組んできた学校評価も4年

目を迎えました。その間変わらない伝統を継承しつつ

も、日々 進化している学校そして子どもたちとともに

「学校評価」の内容も毎年少しずつ変わってまいりま
した。

今年度もここまで様々な形で学校と関わっていた
だきありがとうございます。これらの関わりを通し、見え
てくる学校の姿なども参考にしていただき、また6月に
配布いたしました「学校評価」に関するご案内～もっ
と知りたい天沼の教育～にも今一度目を通し、アンケ
ートにご協力くださいますよう何卒よろしくお願いいた
します。アンケートは1月早々に配布予定です。

― 考 える力を伸 ばす…『たし算 ひき算 の暗調 』のススメ!―

「2年生の九九が大事」という話はよく耳にし志す。九九を正しく覚えていないと、後々のかけ算 わり算の
学習に大きく影響してくるためです。では、考える力はどうすれば伸びるでしょう?それは、試行錯誤の回数に
比例すると考えています。問題を解く回数でもあり、1つの問題に対してあれこれ考えを試してみる回数でも
あり志す。同じ時間で、試行錯誤の回数を増やすには、計算2Jt理のスピードを上|ザる必要があります。
そこで、1年で学習する『20までの数のたし算ひき算の暗誦』にチャレンジ

することをお勧めし意す。身近なところではトランプを使つて、2枚の数の和や
差を求める勝負を規子や兄弟姉妹でしたり、20までのカードを手作りして同
様に勝負したりしながら、ゲーム感覚で計算処理能力を高めるのです。すべ

ての計算を一度にやるよりも、毎日5回の勝負でも、続けて行ってしヽくほうが

子どもの力になります。最後には、九九カードのように計算を見た瞬間答え
が浮かぶことが理想です。ぜひ、今日から始めてみませんか!?



‐―家庭学習のねらい

①学年に応じた家庭学習時P30を

確保し、基礎学力の定着を図る。

②学習習慣を身につけ、日々 の

努力を継続できる力をつける。

③生涯学習に繋がる自ら学ぶ方

法を見つけ、知識を増やす。

家庭学習のポイントーーーーーーー、

○学習しやすい環境づくりに努めましょう。
ノーテレビ、ノーゲームタイム

○家族で話し合つて、家庭学習の時間を決めましょう。
家庭学習の時P88は、家族も読書タイム等静かに過ごし志しょう。

○親子で学習時間を5分でも10分でも作りましょう。
宿題の答え合わせ 音読タイム 親子計算5P。5 など

○親子学習の0寺間を利用して、励ましの言葉をかけましょう。
、  1行コメント 感想や励ましの言葉 ごほうびシール など

①【学校での記録】
学校の先生から出される宿題や持ち

物を連絡帳に、しっかりと記録して帰る。
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③【教師による見届け。評価】
宿題の答え合わせや赤ベンでのコメント等、先生からの評価を継続して行う。

また、家庭学習の進捗状況を定期的に確認する。

②【家庭での見届け・声かけ】
連絡帳を確認し、取り組みを見守り、答え

あわせや1行コメント等、親子で仕上げる。

B5半」1枚のプリントが出てい志
す。表の国語は文字学習や音読、
裏の算数では練習Poq題 を出してい
ます。

1年生は家庭での学習を習慣化
するために非常に大事な時期です。

子どもたちは「昨日音読がうまい
つて褒められたよ。」、「○○ちゃん
の宿題、1000点て書いてあるにヽ

いなぁJなどと言いながら宿題を提
出します。その嬉しそうな声から、
丸つけや間違い直しなどのご支援
や温かいお声がけが励みになつて
いることを実感じます。

B4プリントの両面を使つて国語
と算数の宿題を出しています。国語
は、「音読Jや「漢宇練習J「日記」で
す。算数は、「九九の暗0昌Jなど、習
熟のための練習問題です。読み
書き 計算は、毎日の積み上げが
大切ですから、毎日同じ分量の宿
題を出してい嵌す。やり終えたら、
保護者の方に丸つけや音読 九
九練習のサイン、日記のコメントな
どを書いていただいています。ご家
庭で見ていただき、励ましていただ
くことが、子どもたちの自信につな
がつています。

漢字 計算ドリルの宿題は毎日
提出ではなく、一週間に1度の提出
となつています。毎日の課題は自主
学習ノートです。自ら課題を決めて
ノート1ページ以上学習をするとい
うものです。成果は、提出期限を意
識することにより、進め方は一人一
人異なりますが、全体として計画的
に見通しをもって取り組めるように
なり志した。しかし、自学の内容や
分量に差が出ていることも確かな
ので、今後は、より力が高まる自学
ができるように指導 支援してい
きます。

基礎基本の学力を身に付ける上
で、読み 書き 計算を毎日続ける
ことが大切だと考えています。その
ため「音読」「漢字練習」「算数プリ
ントまたはドリルJ「見た事曰記Jを毎
日出しています。また、今後自主学
習ができるようにしていくために算
数ドリルや漢宇など自分で丸を付け
られるものは自分で行い、間違えた
ら再度丸つけを行うということも2
学期から始めました。

ご家庭においては音読や日記な
どに子ども達への励ましの言葉や
アドバイスをしていただきありがと
うございます。ご家族の皆様からの
あたたかい励ましのお言葉(ま子ど
も達にとって大きな成長への糧と
なります。

5年生の時から、「自主学習ノート
(自学ノート)Jの宿題に取り組んで
います。原貝」として、 1日 1ページ行
つて毎日提出します。

この宿題のねらいは2つあります
1つ日は、2年間、一つのことを、

こつこつ積み上げる経験をするこ
2つ日は、中学校の学習に向け

ての練習です。
通常、小学校で行うテストは、一

つの学習 (単元)が終わつた8寺に行
い志すが、6年生では、「中間 期末」
テストに取り組んでいます。

自学ノートを活用してテスト勉強
に取り組み、中学校でのテスト勉強
もスムーズに行えるようにしていき
ます。現在では、テスト前になると
10ページ以上の学習に取り組ん
でいる児童もいます。

50分間の家庭学習ができるよう
子ども達に伝えています〈塾などの
時P86を含めず)。学校からの宿題は
漢字スキルや計算ドリルを中心に
出していますバ 50分かからず終
えることができる量なので、残りの
時P881ま自主学習の時P86となります。
高学年に向けて、家庭で自発的

に学習に向き合う習慣をつけるこ
とが大切です。そのための環境や
時PoOの 確保を保護者会でお願いし
ました。

児童の実態に応じて、家庭学習の頻度 量を決めています。内容も、音
読、日記、国語 (ひらがを、カタカナ、漢字)、 算数 (数かぞえ、計算)など、児
童一人ひとりの普段の学習内容に合わせて、個男Jに決めています。

その日に学習した内容を、家庭でも繰り返し取り組むことにより、確実な
定着を図ることができてい表す。一人で本を読むことができるようになった
り、整つた形の字を書くことができるようになったりと、身に付いた力を日
常生活にも生かすことができています。



〇●O

【先生たちのア〕【元生たちのアンケー トかう1

。自分を表現する力と他人の表現をみとめられる人間関係を育てていく場として効果的だ。
。「表現力」を意識して自分と他人のそれぞれの個性を見つけることができる。数値化できない能力

を発揮し、高めることができる。そのことが将来の目標や自信に繋がる子どもも多くいると思う。
。運動会で活躍できない子が活躍できるかもしれない場。役を演じきることで、その濠」の主題が心に

残り人生の糧となるといつても言い過ぎではない。
。子ども達が普段関わらない友達と仲良くむることができる。学年全体の前でリーダーシップを発揮

する等、活躍する児童の姿が見られる。
。学年で統一した指導が行える。クラス単位より学年単位のほうが多人数で行えて、子ども達にとつ

て束」激が多しヽということ。それは、しヽい意味での競争心が生まれること。普段行えない教え合いが

生まれること。今までに知らなかつたその子のよさが児童同士でみられること。学年で1つのこと

に取り組み、成し遂げたことへの達成感と学年としての一体感が生まれること。

【児童の感想文から】
。自分でいいといえる演技はどうすればいいのかとずつと悩んでいました。それは、

自分が本当の役になればいいのだと思いました。学芸会で一番学んだことは「自

信を持つて」ということです。
。最も学んだこと|ま、「がんばればできるJということです。自分のだめなところ

があったとしても力はどこかに眠っているだけなんだと思いました。そして、運

動会、学芸会と作り上げてきたチームワークで、次の長縄大会も頑張つていきます。
。「全力J「本気Jの言葉の大切さを改めて学びました。オーディションで落ちて、

あまりにも悔しかつたです。でも今、できる役を精一杯やろうと思いました。練
習で先生に ×の理由を教えてもらつたとき「ハツJとしました。学芸会は、自

分が目立つためで|まなく、人々にこんな話だよと言い聞かせるための会だという
ことを忘れていました。その間違いに気づき、自分がなりたかつた役になれなか
つたのもこの間違いのせいなのかもしれないと考え直しました。その役の人は、

人々に感動を届けたいと思いながらオーディションに挑み受かつたのだと思いま

した。
。自分ひとりでは濠Jは完成させられないけど、学年全員でやるとどんなことでも大

成功するということを学びました。
。大きな声を出せなかつたけど、練習をして自分の「カラJを抜けられました。本

番では大きな声でやることが出来ました。
。学芸会は、芸を発表することでその人の頑張りが見られることを知りました。
。一番助けてくれたのは同じ役の子が「私だつたらこんな感じかな」とアウ イヾス

をくれて、自分らしく直してみたら、いい表現になるをと思いきした。
。努力は何でも大切なんだということです。努力を続ければ、きつといつかは、報

われると思います。

※毎年見てみたいという感想もあり、大満足していただいた感想を数多くいただ

きました。天沼小では、学芸会をまた、3年後、皆さんの思いを大切に計画し
ていきたいと思います。

【保護者の感想から】
。一人一人が一生懸命、自分の役を演じていて素敵だつた。低学年から高学年と

成長の過程がよく分かつた。
。大きな声で生き生きと演技をし、演じることを楽しんでいる感じがし、観ている

方にもその楽しさが伝わつてきた。
。現在、問題になっていることがテーマになっていて、見終わつた後、改めて考え

直すことが出来た。
。レベルが高いと感じた。組み体操から続いている一体感がすばらしい。大きな花

が咲いた感じだつた。裏方の仕事も本番直前まで取り組んでいて、感心した。


