
ます。学校では、17日に控えました運動会に向けて、

練習に力が入つています。リレー選手や応援団の朝

練習、係活動の仕事や組体操の特別練習や放課後

の活動、そして、休み時間に校舎内に響き渡る太鼓

貪    議輯
この夏休み私たち教員は、済美教育センターから指

導主事を招き、天沼小学校の学力を中心とした全

体的なプロフィールを学びました。「指導主事」につ

いて、簡単にふれます。教育は、教育現場である学

校と教育行政の教育委員会の両輪を中心に進めら

れてい誅す。指導主事は教員経験があり、学校に専

門的な指導助言をしたり、教育行政の円滑な遂行

を支援したりする要職です。今回、夏休みの教員研

修と九月の学校運営協議会で、本校児童の学力調

査の結果を中心にレクチャを受けました。 とでも、

福 田 晴 ―

分かりやすく子ども達の全体像を知ることができき

した。総体的に、落ち着いて学習に対して一生懸命

に取り組んでいるとの事でした。学年ごとの解説も

いただき、今後の日々の指導に配慮していこうと思

しヽます。特筆するべき事は、CT機器活用に関する

項目すべてにおいて、特段に高い数値結果となつて

いました。また、外国語活動に関しても積極的に取

り組んでいる結果も見られました。国語 算数につい

場 ]基巫認催幕ξ蒻]そ共年生のみ実施)を

中心に報告したいと思います。項目は、学習に対す

る内容、学習時間、学校生活、基本的生活習慣、家

庭でのコミュニケーション、地域との関わり、社会に

対する関心、将来に対する意識、自尊感情、規範意

識等、多岐にわたっています。東京都の平均値と10

ポイント程度の差のある項目をあげることで、天沼

小学校の進める教育活動に取り組んだ結果の姿が

反映されていると考えています。

都平均より10P程度、高い結果の項目 都平均より10P程度、仏い結果の項目
授業卿 卜に2時間以上勉強する 土・日曜日 3時間以上勉強する 毎日、同じぐらいの時間に寝る

学級の話し合いで決まりを決める 学級全体で取組、楽しい事がある 将来の夢や日標をもっている

総合学習で自分で学習に取り組む 自分の考えを発表する機会が多い 地域の行事に参カロしている

理科室での実験や観察が多くある 国語の授業が好き 地域や社会を支くするかを考える

グループで課題を立て、情報を1又

集し、整理して発表している
理科で自分の予想をもとに実験・

観察の計画を立てる

400文字原稿用紙、2～3枚の作

分は難しい (低い方が良い結果 )

【意識調査から考えられること】
六年生はアブレントを使用して一年が過ぎます。多くの授業でアブレントを活用していますので、自分の思考プロセスを可

視化し 整理し、発表する授業形態が増えています。そんな表れが数値に示されていると思います。また、学校タトでの生活

実態も垣間見ることができます。学校支援本部、おやじの会が多彩なダイナミックな活動を提供してくれており、子ども逹は満

足していると考えます。本校はキャリア教育に注力しているところですが、将来の夢に関しては、現実恙向が多いと捉えました。

本校が進める不易 (日本の伝統 文化理解教育、読書活動、キャリア教育)と進化 (CT推進と情報教育、

オリパラ推進)の手ごたえを感じた数値結果となりました。今後も本物に触れながら、次世代をlBう子ど

も達を育成したいと思います。

進んで仕事に励みましょう 目を大切にしましょう 食後の過ごし方を工夫じ志しょう



10月 の行事予定

天沼」ヽ学校支援本部(あまぬまワングラースリの
活動を紹介します

今月のハピさた(土曜日学校あまぬま
ハッピィさたでぃ)は、たくさんの子ども
たちが楽しみにしているハロウィンです。
毎年たくさんの保護者の方や卒業生が、
お菓子の家や地域歩きの引率、モンス

ターハウス作りなどに協力してください
ます。お手伝いをしながら自分も楽しめ
るのが天沼小のハロウィンの魅力です♪

お子さんが参カロする場合は、保護者
の方もぜひサポーターとしてハロウィン
にご参カロください。大きな行事なのでい
ろいろな準備がありますが、その準備も
一緒に楽しみましょう1詳しくは10月 は
じめに配布するお手紙をご覧ください。

瞥

特時 B4 就
1連合運動会が延期の場合｀

::水 :チャレンジ実施で下校 |

金:B4時程で下校

ウェイクアップ 全校練習I HS

エイクアッ
ウエイクアップ

ウェイクアップ
リハーサル

集会 (委員長紹介)生 活科見学2

運 協議会コー¬ヒ

サマーワークショップ ～「ィンクルーシブ」になるため|こ～

毎年夏休みの終わりに、学校運営協議会主催で「サ
マーワークショップJを実施しています。これは、教職員、保
護者、地域の人 が々一緒になって、学校が目指す教育目
標をテーマにして、語り合おうという会です。

天沼小では、「インクルーシブな次世代をともに育むJと

掲げていますが、「インクルーシブ」ってどういう意味なのか、
どんな社会をめざしているのか、正直言って分かりにくいと
ころもあります。
そこで今回は、各 が々考える「インクルーシブJのイメージ

を語り合い、少しでもその言葉のもつ意味を理解しようとい

う目標を立てて実施しました。
多く出された意見には「相手の身になって考えられるお

もいやりの心をみんながもつJ「いろいろな人がいてあたり
まえを忘れずにJ「みんなちがってみんないいJなどがありま
した。

皆さまも、これからの社会が「インクルーシブJになるため
には、どのようなことを大切にしていけばいいのか、ご家族
やご友人と話す機会があるとイメージが広がっていくので
はないでしょうか。



C '0日
'7日

(土)』酸 第 8回 夭iarJl学腋 運動会   )

ロロ0ロ
1年生では40M走、ダンス、玉入れを行い訣す。

特にダンスでは、軽快なリズムに合わせ、元気

いっぱいに踊ります。練習では、全身を使い、

一つ一つの動きが大きくなるよう、一生懸命取り

組んでいます。

92人の心を一つにして、最後まで集中して踊

りきることができるのか否か、どうぞ楽しみにし

ていてください。

小学校生活初めての運動会。子どもたちは、

練習の成果を存分に発揮できるよう、会場の声

援をパワーにしてがんばります。ご声援をお願い

します。

【80m走】
スタートダッシュ、カープ、ラストスパート、ど

こも気が抜けない 80m走。」―ルテープを 1番

に切るのは誰だ !?全力で駆け抜けます。

【天沼の嵐】

先発が中央で綱を引き合い、後発が ラックを

走つてからカロ勢します。それぞれの役害」を全うし

ながら、チームワークで勝負にツヒみます。

【G☆カーニバル】

テンポの速い曲とゆった

りした由に合わせてGボー

ルを華麗に使う姿に注目

です。3年生の心をひとつ

にがんばり訣す !

沖縄発祥のエイサー。今や全国各地に広がり、

様々な形で踊られるようになりました。色々なも

のを吸収しながら、日を追うごとに成長していく

2年生たち。そのパワーと可愛らしさは、どのよ

うなエイサーを倉」り上げてくれるのでしょうか?

ぜひ、本番にご期待ください |

― ‐

―・

▲

【80m走】
スタートの姿勢やコーナーの曲がり方など、よ

り速くトラックを走り抜く方法を学んできました。

練習の成果をぜひご覧いただき、応援をお願い

します。

【棒引き】
スタートの合図で、棒をめがけて猛ダッシユ!

1本でも多く自分たちの陣地に引つ張つてきた組

の勝ちです。各チームの作戦にも要注目 !

【天沼ソーラン】
「指先まで魂を込めろ !」 を合言葉に、一生懸

命練習してき訣した。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ざ

だし訣す。

【短距離走】

高学年の短BE離の見どころは、第 2カーブ後

の直線でのカロ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いレース

も多くあります。5 6年生の大きな走りにご期

待ください。

【騎馬戦～天沼の陣～】

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。

【組体操&和太鼓 天沼伝2015～限界突破～】

今年の組体操のテーマは「限界突破」。今の自

分の限界を超えていこうと練習を重ねてきました。

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誅す。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志す。

組体操の前には伝統の不□太鼓演奏を披露します。

リズムだけでなく、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

に響き志す。

【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。



Q左向上プロジェクD ～2015杉並区「特定の課題に対する調査」の結果と考察～
《各教科平均正答率 (%)》 《正答率分布状況》  杉並区■‐ 本校■‐

赤字は区の平均を下回つているもの

平均正答率 杉並区 本校

国
　
語

教科全体 572 578
基礎 681 691
応用 396 395
話す 間く 703 704
書 く つ

こ
И
■ 400

読む 583 599
―
・ 605 611

算
　
数

教科全体 628 626
基礎 708 714
応用 456 440
数学的考え方 513 499
技能 749 752
知識 理解 667 679

《読書習慣》
杉並区 本校

1カ月に読む本の平均(冊 ) 106 112

国語は昨年度、「応用」「話す 間く」「読むJで、それぞれ区の平均を上回りました。今年度は「応用」「書く」で区の

平均を下回つており、出題傾向にもよりますが、「書く」力の伸び悩みが本校の特徴として見られます。算数は昨年度
に引き続き、「応用」と「数学的考え方」が区の平均を下回つ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―lllに は言えませんが、「応用J「 数学的考え方」の力洲申び悩んでいることはPBR

違いありきせん。lヵ月の平均読書冊数は「112冊」と、昨年度の115冊を下回る結果となりました。
国語の改善策として、読書や音読を通じて正確に文章を読み取る技術の向上を図り、日記や自主学習を通じて自

己表現をさせることで、論理的思考の発達を促すことに3き続き取り組んでいきます。また、自己表現の際に必要と
なる語彙力に関しても、生活している中で分からない言葉を積極的に辞書で調べる等の指導もしていきます。

算数の改善策としては、3き続き基礎 基本となる計算力の向上に力を入れていきます。また、授業の中で自分の

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 聞く」「書くJ力の向上にもつなげていき
きす。さらに高学年では、タブレットPCを用いての考え方の共有 発展学習、デジタルドリルの有効的な活用を図って
いき志す。

「ハッピィスタディ」や「フォローアップJ「天沼夏季講座」など、授業時間以外での学習の場を設けることで力を伸
ばしてきた児童もいます。漢字や計算等の基礎 基本は、繰り返し練習することで身についていきます。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PB5を費やすこととなります。毎日の継続した家庭学習 (宿

題)が、大きな力に繋がることはP86違いありません。

ご家庭の、地域の皆様の協力を仰ぎをがら、児童の学力向上に努めていければと考えきす。ご理解のうえご協力
よろしくお願いします。

3年～6年で実施

％

％

％

％

％


