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には毎年同じ言葉を掲げて今年も意識しようと

思うようになりました。人の喜びのために譲り、

浅ましいことをしないように慎み、そして自分

が健やかに過ごせていることを周りに感謝する、

そういう一年を過ごしたいと願うからです。

し   「変わらない決意」にカロえて、今年は

新しいことも学び、変わつていく社会に対応で

きるような力もさらに身に付けたいと思います。

子どもたちは、日々学校や家庭で学び成長し

ています。しかし、大人になると、新たに学ぶ

機会は自分で意識しないと作れません。大人も、

できなかつたことができるようになる経験、新

たな課題を乗り越える経験をしていかなければ

なり訣せん。この先数年は、新しい発想が必

要な場面、新しいチヤレンジが必要な場面がき

つと多くなるでしょう。そのために、「変えてい

く決意」も大切にしたいと思い誅す。

0禾□3年 は、きた大きな変化がある年にな

るかもしれません。しかし、変化があつたとし

ても、天沼小学校の子どもたちが充実した 1

年を過ごし成長できるように、教職員―同また

知恵を絞って、「変わることJ「 変わらさいこと」

のバランスを考えながら取り組んで参りますの

で、ご理解とご支援を賜りますよう、今年もど

うぞよろしくお願いいたします。

htt,//www.suginam卜school.edJp/amanumashou/ 杉並区立天沼小学校

新春のお慶びを申し上げます

Cシロ3年が始まりました。昨年1月のあまぬ
誅だよりを読み返してみると、「令禾□2年はどの

ような年になるのでしょうか。2020東京オリ

ンピック パラリンピックも迫つてきました。天

沼小学校の子どもたちが良い 1年を過ごせるよ

うに一Jという文章が書かれています。このあ

まぬまだよりからたつた2か月で、学校が休校

になり、オリンピック パラリンピックが延期と

なり、これまでのような教育活動ができない新

年度になるとは、誰一人予想していをかつたと

思います。今まで当たり前にできると信じてい

たことが崩れ去つた令禾□2年でした。

Cい年末年始も、忘年会 新年会等がなく

なり、帰省や外出も自粛しなければいけないよ

うな例年とは異なる日々を、それぞれのご家

庭で過ごされたと思いきす。それでも私は暮

れから年明けにかけて、大掃除をしてお正月

の飾り付けをしたり、おせちの仕込みをして家

族で年越し喬麦やお雑煮やおせち料理を食べ

たり、年賀状をやり取りしたりという毎年の年

中行事を終えました。コロナ禍で社会が大きく

変わつても、できる範囲の中ですが「変わらな

い幸せ」も大切にし、新たな年への希望をも

つ節目としたいものです。

〇 年初の決意は、毎年変わらず「ゆずる、

つつしむ、感謝する」です。何年も前から、元旦
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1月 の行事予定θ
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

11月 28日 (土)に「ハピさた 理科教
室Jが開催され、約80名 の児童が参カロ
しました。毎年ハピさたでは2EOI理科教
室を実施していますが、今回は初めて
「ディレクトフォースJの皆さんに講師を
お願いしました。テーマは「エタノール
で船を走らせようlJです。児童6人のグ
ループに先生が1人ついて下さり、「―
円玉は水に浮くか?J「水の3つ張る力
を感じようJ等の実験を通して「表面張
力Jを学びました。今回たくさんの参カロ
応募があつたため1年生は別ブログラム
を行い志したが、たくさんのサポーター
の方々のおかげで無事に実施する事が
できました。ハピさたはサポーターの
方々に支えられています。これからもご
理解 ご協力をよろしくお願いし志す。

日 曜 行 事 予 定

1 金 元 日

2 土

3 日

4 月

5 央

6 水

7 本 冬季体業曰終

8 金 特時最終下校 12:15 始業式 給食費引き落し

9 土

10 日

月 成人の日

12 央 5時間授業 給食始 書き初め 6 計浪」6

13 水 書き初め 45 計演J5 委員会

14 木 百人一首模範演技 計沢」4 安全指導 HS
15 金 計測 3 ブライン ドサ ッカー 4

16 土 土曜授業 全校朝会 書き初め 3

17 日

18 月 計沢J2 理科出前3 ‖」

19 央 計演Jl たてわ りII フォ

20 水 午前授業 計渭Jこ クラブ活動

21 木

22 金 午前授業

23 土 ハピサタ (ア リーナ AM)
24 日

25 月

26 央 フ ォ

27 水 5時間授業

28 木 校内百人一首大会 HS
29 金

30 土 土曜授業 全校朝会

31 日

～学校評価アンケート～

学校運営協議会では、毎年 1月 に児童・保護者・教職員・地
域の方を対象 とした「学校評価Jの アンケー ト調査を行ってい

ます。これは、学校運営方針に基づ く天沼小学校の様々な取組
について、皆様からの貴重なご意見をいただき、その結果を踏
まえて一年間を振 り返るとともに、次年度への学校運営に活か
してい くというものです。アンケー トの回答方法について、昨
年度から Webからの回答が可能になりましたが、Wcbからの

回答が多数 よせ られたことか ら、今回の用紙配布については、
ご希望の方のみとなりました。最後になりましたが、コロナウ
イルスの影響で、充分な活動ができなかった部分もございますが、
皆さまの学校教育へのご理解 とご協力に対 しまして、厚 くお礼
申し上げます。またコロナ禍での年末年始のお忙 しい中、ご協
力をいただきましてありがとうございました。

1月の朝遊び力じンダー
日 月 火 水 木 金 土

X 8

X X う
４ 13 14 15 16

X 18 19 20 21 22 メ

25 26 27 28 29 30

X

-2-



マも`ガ《ねた
天沼小学校では、牛7しパックを再利用した紙すきによるはが

き作りを行つています。1年生は初めて取り組む体験活動のため、
2年生がサポート役として手伝いに来てくれました。2年生は、作
業の順番を一緒に確認しながら、1年生に優しく声を掛けたり、側
で見守つたりしてくれました。1年生は、2年生の話を集中して間
き、一つ一つの行程を丁寧に行つていきました。

はがき作りを終えた1年生
は、「2年生が教えてくれたか
ら上手にできた。」とふり返り、
出来上がりに満足をしていま
した。紙すき体験を通 して教
わつたことを次につないでい

くとともに、異学年の交流を
よリー層深めています。

3観
今年度は、総合的な学習の時

間で行つている幼稚園児、保育
園児との交流を行うことが難し
い年となってしまいました。そこ
で、例年の活動を参考に、でき
ることを考え、話し合いました。
「園児が来校したときに行つ

ていた学校案内の代わりに、動
画を撮つて送ろう。J「読み間か
せの代わりに、手作りの絵本を
あげるのはどうかな?Jな ど計
画を立てています。来年の 1年
生が期待と希望をもって小学校
に来られるように、今年だから
こその学習を進めています。

わた

4年生では、総合的な学習の時
間に「ユニバーサルデザイン」に
ついて学習しました。

学習の中で、目が不自由な方の
生活の様子について間いたり、点
字を打つ体験をしたりしました。

また、「バンダイ」の方々をお招
きして授業も行いました。生活の
中のユニバーサルデザインについ
て考えたり、おもちゃのユニバーサ
ルデザインを考えたりする活動を
通して、ユニバーサルデザインヘ
の理解を深めました。学習のまと
めとして、一人一人が興味をもつて
いることを調べ、発表し合いました。

5年生は、『AKP』 (天沼会社経営プロジェクト)の活動に
取り組んでいます。今年度は感染症拡大防止のため、例年の
ように子供たちの手で商品を製造したり、販売したりすること
ができません。しかし、この状況だからこそできることは何か
と、子供たちは一生懸命話し合いを進めています。今年度の
会社名「WATARIDORI」 には、「商品を買つてくれたお客様に

幸せを届ける」と
いう思いが込め
られています。一

般販売の日程な
どは決 まり次第
お伝えしますの
で、今年の商品も
ご期待ください !

おλ

6年生の社会科見学では裁判傍聴を行つています。実際
の裁判を傍聴 して、裁判の進め方や法廷の緊張感を味わい
社会科の学習を深めています。見学の前には弁護士の小関
先生から裁判についての授業をしていただきました。(裁判
の仕組み、法廷での用語の説明、事例を解決するグループ

ワーク等)当 日は、グ
ループに分かれて裁
判 を傍 聴 し、子供 た

ちは多 くの刺激を受
けていま した。裁 判

傍聴 のため に、協 力
して くださった学校

支援本部、保 護者の

皆様、ありがとうござ
いました。

―口3たま
こだま学級では、総合的な学習の

時間に「ペットボ トルプロジェクト」
と題 してエコ活動を行つています。
学校全体 に協力 してもらつてペット
ボ トルのキャップを集めています。
集めたものは、1階の大きな箱に回
収をし、それを週に一度天沼中学校
へ届けに行つています。

さて、『集めたペットボ トルのキャ
ツプは、一 体 何 になるの で しょう
か ?』 そんなところから、こだま学級
では学習をすることで意味のある活
動に繋げています。ペットボトルキャ
ップの行方が気になる方はこだま学
級の子供たちに聞いてみてください。
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1 社会と理科は3年生から新たに始まる教科です。 社会 杉並区の主要な道路や路線、土地がどの

ような使われ方をしているかを調べ志した。ま

た、安全がどのように守られているかについて

の学習では、消防署の働きについて調べ、消防
士のたゆまぬ努力に驚いたようです。地域や学
校にも消防設備があることを調べ、央災を防ぐ

ために自分ができることについても考えました。
理科 身の回りの自然や毘虫 植物を育て、変

化していく様子を観察しました。特に、毘虫の

学習では、チョウ (モ ンシロチョウ、アゲハチ
ヨウ、蛾)が成長していく様子に興味津々でした。

音や電気、日光など身近な物を教材に、実験を

進めてい訣す。当たり前のように目にしている
ことも、調べてみると意外と不思議に満ちてい

ます。「実際にやってみるJと いう体験が、深
い学びにつながることを期待します。

社会「わたしたちの東京都Jでは、自分が住
んでいる東京都の地形や産業、交通網や特色な
どを学習してきました。 1学期に学習したごみ
の処理と利用を生かして、社会科見学では、中

央防波堤埋め立て処分場を見学しました。ごみ
・ lどのように分Я」されて、処理されていくのか
やごみの砕き方、埋め立て地の現状を見せてい
ただきました。普段はあまり目にすることので
きない様子を見て、興奮しているようでした。
改めてごみについて考え、ごみを減らすために
自分たちに何ができるのか、3R(リ ユース、
リデュース、 リサイクル)と は何かなどについ
て振り返ることができました。

また、車窓からは都庁、豊洲1市場、オリンピ

ック競技場などを見学しました。東京都全体の

様子を知るよい機会となりました。ここで学ん
だことを今後の生活に活かしていきます。

6年生は中止になってし志つた弓ヶ浜移動教

室の代わりに、鎌倉に日帰り移動教室に行つて

きました。事前に鎌倉の地形、歴史、観光スポ

ット、名物等について調べ、オ リジナルのガイ

ドブックにまとめました。当日は自分たちが作
ったガイ ドブックと地図を持ち、 4～ 5人のグ

ループで鎌倉の街を散策しました。鶴岡八幡宮

をはじめとして古い建造物が多く残る鎌倉の街

を実際に歩くことで、鎌倉時代の歴史を肌で感

じることができたのではないかと思い志す。人

生で初めて江ノ電に乗つたという子も多かつた

ようです。また、圧巻だつたのは由比ヶ浜海岸

での写真撮影です。よく晴れた日だつたので、

学年全員で湘南の海をバックに集合写真を撮り

ました。この素晴らしい写真は卒業アルバムの

見開きに使う予定です。

鎌倉日帰り移動教室
6年

F2再生紙使用
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