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「
(∋Fぶり奪還か、四連覇なるか J ttl~便 りの

巻頭言として、いささかの疑P。3をいだきました。が こ

のようなタイトルを書こうとする心をかき立てたのは

子ども達の運重力会に向かう熱い心があるからです。

●
の初旬 四年生のクラスで80M走のタイムで

赤自分けをしました。白組になった子ども達 I」 らは

「やつたぁ Jと歓喜の声が上がつたようです。理由を

聞くと「だつて一年生からずぅつと白が勝つているか

らJと。そんな背景を 私は職員室で担任から聞きまし

た。子ども達にとって 運動会の勝敗は我々が考える

以上に大きなもので、記憶として子ども達の脳裏に

焼き付いているのでしょう。同じく九月中旬、今年の

応援団の赤白の両団長が校長室に来ました「優勝

旗を見せてください。Jと。目的は過去の運動会の優

勝組を確認したかつたようです。両団長と私で調べま

した。開狡以来、赤組が3回 白組が5回 優勝してい

ます。平成25年度から白組が三連覇という記録にな

つています。両国長は 白組の三連覇も知つていたよ

うです。改めて確認することで 赤組□長は「四連覇

を阻止するぞ 」と決意を新たにし 白組団長は「四

連覇しなくては Jの重責も感じたようです。

い 指導が終わると、校内は運Oll会ムードに一新

されます。

(D援団は 校P日で紅由に分かれて花道をつくり挨

拶運動も含めた発声練習として 大きな声の「おはよ

うございますJが近隣宅にまで響いています。通勤途

中の方IJら 笑みをいただきながら「tヽいですねJの

一言がどんなに力づけてくれることか。同時刻、地下

からは校舎を揺り動かすが如く太鼓の音が響いてき

ます。太鼓の担当決めのオーディションに向けて 一

人一人 朝練習に熱が入ります。指導者は天沼小学

校の前身である杉並第五小学校の卒業生で 大学の

研究室の方です。学区域にお住まいとは言え 八時前

からボランティアとして、8校のために 自身が取り組

んだ運動会の伝統のために 尽力されている姿に脱

帽いたします。同様に、四年生は所狭しと教室で電子

黒板とインターネットを駆使して 腰を低く構えたソ

ーラン節が繰り広げられています。校庭では 今年か

ら高学年だけの実施となつた選抜リレーの練習も行

われています。

唯∋
どもが主役の運動会J支えるのは教員である

我々であり見守っていただくのは保護者の皆様です。

赤白の勝敗を真剣に思う純真な子ども達の心に応

えるべく 一人一人が最高の主役になるよう全力を

尽くし取り組んでいます。「赤組の奪還なるか 白組

の四連覇なるかJご家庭でもお子さまが赤組か 白

組か聞いてみてください。お子様から IBlい 思いが返

つてくる事を期待しています。

今週末、校庭にあのIulぃ感動が戻つてきます。

赤組の四年ぶり優勝旗奪還か、白組の四連覇なるか

校 長 福 田 晴 ―

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しましょう
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亀 10月 の行事予定

Oは「みんなで つかおうJの T。天沼小の各教

天沼小学校支援本部 (あまぬまワングラース)の
活動を紹介します

ハピきた☆キャンプ大会を行いました

9月 17日 ～ 18日 あまぬまおやじの会

Presents「わくわく★お泊まリキャンプJ

を行いました。今回は 1、 2年生の参力0を

見送らせていただき申し訳ありませんで

した。3年生以上の200名 の児童が参カロ

し、ダンボールハウスづくりや銭湯体験な

どを行いました。応援してくださつた教職

員や、多くの保護者サポーターの皆さま

に支えられ 無事に楽しく過ごしました。

そして朝のお迎えの際に率先してアリー

ナ掃除をしてくださつた保護者の皆さま

ありがとうございました。心が熱くなりま

した。いろいろな方々の支えの中で天沼

月ヽの子どもたちは成長していきます。これ

からもよろしくお願いします。あまぬまお

やじの会の皆さん 楽しい企画をありがと

うございました。そして交代しながら夜通

しの見守り、お疲れさまでした。
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=室には 黒板脇に教室用パソコン(タブレット型)と実物

=投影機が設置されており 黒板上方には超短焦点型プ

1腱 M、 `を蹴
g賽

実1鯖 3
=教育活動で構えることなく活用しています。(電子黒板

=デジタル教科書活用C分科会が中心に研究)

] 9月 28日には 図工の時間に6年 2組の子どもたち

三じ装票曇攪蝿宴参ぎ窪児寒3諄ラ掟髪累脇 :(上ζ
=たら、みんなの生活がよくなると思うものを考えました。

=それを、タブレットのペイントソフト(レイヤー機能)を使
=●

0● ● 0● ● 0● 0● 0● ● 0● 0● ● 0● ● 0● ●

講師には 日本教育情報学会理事の坂井岳史先生を
お招きし「ピクトグラムは具体物をとことん抽象化して
いく作業で そこに込められた意味を ますは構想とし
て手描きで表現し 作画はPCで行う このF紙とタプ
レットの共存Jの効果も大切にしていきたい。Jとご旨導
いただきました。
本校では 11月の全国大会に向けて 様々な CT機

器を活用して、子どもたちに 豊かな心と思考力 判断
力を育成していきます。

学校支援本部コ…ナ…
=■

|:    行 事 予 定■■1■ |

1 土 都民の日

2 日

3. 月 全校朝会 係活動0 安全指導
一４

尖 全校練習Ⅱ はびスタ
6 21く 特 0寺 B
6 木 全校練劃

8
金 4時間1234 前日準備56
土 運動会

9 日 運動会予備日

10 月 体育の日

尖 振替休業日
２^ 水 読書 朝遊び中止～14日

:3 木 読書 特別支援連合運動会

:4 金 特0吉B 三分区連合運動会6(雨なら延期 4時間)
一ｂ 土

16 8
1, 月 健康朝会 委員会 (前後)わ くわく図書3
18 失 かけ足低 はびスタ わくわく図書3
19 水 読書

20 木 連合予備日
つ
“ 金 読書 自転車利用者講習会4 生活Tl見学2

０
こ

う
こ 土

23 日

24 月 全校朝会 富士学園移Oll教室始6 わくわく図書3
25 尖 かけ足低 はぴスタ わくわく図書3
26 水 読書 富士学園移動教室終5 フォローアップ わくわく図書3
27 木 集会 (委員長)2年 予備

28 金 天沼FP 委員会0 避難引練

29 土 ウェルネスDAY
30 8
31 月 特時 B 勅学 3寺健康診断

～サマーワークショップ2016ご報告～

毎年行っている、学校 地域 保護者が参加したサマー

ワークショツプ。今年のテーマは「lCTを活用した天沼小の

教育の未来を考えよう。J59名 の参加により、8月 29日に実

施しました。
ICTはこの先ますます身近になります。そんな時代に′L

きていく子どもたちを、ICT活用の環境から置き去りにして

は
'■

ナません。

今後の活用をさらに進めるには、情報モラル教育を徹底

する、ICT活用と並行した日まんものJの体験を大切にする、

そして教職員r・l、 教職員と保護者 地域 F・5の理解促進が

必要である、という声が多く聞かれました。

学校運営協議会では、皆さんからのご意見を参考とし

て、今後の学校運営に生かしていけるよう、学校とともに歩
みを進めてまいります。
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鳥 0口 0ロ
表現は 映画「ズートビア」の主題歌「トライ

エプリシング」を使つた元気いつぱいのダンスです。

カラフルなポンポンを持つて 歌のテーマのように

あさらめないですべてのことにトライする気持ちを

込めて踊ります。所々にかわいい動物のしくさが入

るのもよくご覧ください。

団体競技は玉入れです。「花まつり」の由に合

わせて玉入れするので 「たままつり☆J。 お祭りの

ように楽しい雰囲気の玉入れです。元気なかけ声

にもご注目ください。
短距離走は40メートル走です。1年生のめあては

自分のコースを、まつすぐ最後までしつかりと走るこ

とです。
一生懸命がんばる1年 生に、大きなご声援をお

願いいたします。

第 9回 天沼小学校 運動会

今年の表現は沖縄のエイサーです。パーランク

という小型の太鼓を使いながら 踊ります。今年の

テーマは 「大きく 強くりです。

思いつきり足を振り上げ、ダイナミックに体を動

かして踊る楽しさや パーランクを力強く叩き 大

きな声を出しながら踊るかっこよさを表現しようと取

り組んでいます。かわいらしさだけでなく かつこよ

さも兼ね備えた民舞を披露したいと思います。どう

ぞ、ご期待下さい。

競技は、60メートル走と大玉ころがしです。

徒競争は 初めてのカープに挑戦します。全力で

走りきることを目指します。大玉ころがしでは、大

きな玉に負けないように力を合わせてがんばります。

かわいらしくも 退しくなつた2年生の姿にご声

援をお願いいたします。

今年の表現も もちろん天沼ソーランです。テ

ーマは、レきひとつに ～団結～J。 常にテーマを

意識して 全身筋肉痛になりながら ‐3日練習を

重ねています。今までの天沼ソーランと手のollきや

腰の高さなど、ひと味違う踊りに仕上がりました|ど

うぞお楽しみに1

競技は80m走と竹取物語です。80m走は2回目

ですが、昨年からパワーアツプ、スピードアップしま

した。迫力ある走りにご期待ください。竹取物語は

棒引きです。何と言つても作戦が大事1赤組 白組

のリーダーがチームをまとめ 作戦を練つて本番に

挑みます。頭脳、体カ スピードと、どれも使つて正々

堂々勝負します。

学年目標が『団結』の4年生。運動会で様々な F団

結Jをお見せます |

今年の表現はフラフープ。今まで天沼小学校で

は見られなかつた演技に注目です。かつて一世を風

靡し、子どもたちが熱狂して取り組んだ遊びです。

昔の子どもたちに負けないくらい楽しみ、技を磨い

てきました。Popな曲 そして Rockな 由に合

わせて演技をします。新しい天沼小学校の歴史に

なることでしょう。

競技は80m走と台風の日です。初めて80m走を

走ります。自分のコースを間違うことなく走りきるこ

とを練習してきました。台風の目は 同じグループ

のメンバーと協力することが勝利の鍵となるでしょう。

練習から一生懸命に取り組んできた3年生です。

大きく成長した姿をご覧ください。

【短距離走】 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J―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。6年生の大きな

走りにご期待ください。

I騎馬戦～天沼の陣～】 赤と自の大将を決め 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。6年生の結東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2016】 天沼小高学年の伝統で

あるく天沼伝>。 例年、この天沼伝を応援するためにと、たく

さんの卒業生が当日来てくれています。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。技が成功したら大きな拍手をお願いいたします。組体操の

前には伝統の和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 4人の思いを込めた一

打一打が 心に留きます。

I係活動】 演技や競技といつ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56年生の係児童の働きにも、

ぜひご注目ください。

今年の運動会では初めて天沼伝を行

います。6年生にアドバイスをもらいな

がら組体操と太鼓の練習に一生懸命取

り組んでいます。練習がヽ まつた9月初

旬は不安げな表情を浮かべていた子ど

もたちがほんどでしたが 今では自信

に満ちた表情で練習に取り組んでいま

す。様々な技に挑戦し、繰り返し練習

を行う事で一人一人の目つきや 取り

組む姿勢が日々変わつてきました。努

力の成果を是非ご覧いただければと思

います。

競技では120m走 に挑戦します。昨

年度は80m走だつたので40m走る距

離が増えました。また 今年度は騎馬

戦に変わり 「天沼宅急便Jという新

しい競技も行います。子どもたちが協

力して競う姿も是非楽しみにしていて

ください。
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(勧麟螂職の ～2016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■日 本校■‐

赤字は区の平均を下回っているもの

平均正答率 杉並 EXI 本校

国

ヨ

教科全体 703 711
基礎 717 723
応用 577 610
話す 聞く 701 736
書く 543 583
読む 647 648
言語 805 803

算
　
数

教科全体 585 598
基礎 680 699
応用 451 453
数学的考え方 452 445
技能 656 677
知識 理解 579 584

理
　
科

教科全体 666 683
基礎 687 706
応用 617 629
思考 表現 601 630
技能 635 621
知識 理解 725 769

3年～6年で実施
30ヽ

25%

20ヽ

15ヽ

10ち

5%

0ヽ

《読書習慣》

杉並区 本校

lヵ月に読0本の平l‐|(冊 ) 107 102

今年度より、国語 算数に加え理科(4年生のみ)の調査も実施されました。基礎 応用面ともに、区の平均と
ほぼ同じ結果となつていますが、グラフからは習熟の程度に差があることが見て取れます。また ここには表れ
ていませんが、児童によつては国語が苦手であったり、算数が苦手であったり、理科が苦手であつたり全て苦手
であるなど 様々な実態が明らかになりました。

本校では、昨年度より、5年生以上 (今年度は4年生以上)の児童が、1人 1台のタブレットパソコンを利用し

て授業に取り組んでいます。その際に、考え方を共有したり発表したりするなど 考える力に重点を置いた授
業展開を図ってきました。また、短時間に自主学習できるドリル教材に取り組ませることで、基礎面 応用面とも
に CTを学力の向上に活用しています。しかしながら、CTの使用環境における課題も生じ 期待する効果が

十分に得られていない状況です。

今後は、環境を整え、CTの更なる有効活用に取り組むとともに 家庭での「書くJ「声に出して読むJ学習の
二本立てで学習を進めていくこと 更には、チャレンジタイムやフォo―アップタィム、夏季講座やはっびいスタ
ディにおいて 多方面から児童の学力向上をサポートしていく体制を整えます。

し家庭では 学習環境を整えること(集中して取り組める場を一時的にでも作る 宿題をやったかやっていな
いかをチェックする、手に取りやすいところに辞書を置いておくなど)に、ご協力いただければと思います。ご家

庭の、地域の皆様の協力を仰ぎながら、児童の学力向上に努めていければと考えます。ご理解のうえご協力よ

ろしくお願いします。

e再生樹実用
4

::ヽ

901

ち

ち

ヽ

(4年生のみ)


