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千曲市立治田小学校

きらり治田

感動の音楽会

6月は音楽会に向
け、各学年、全校で
取り組みました。特
別時間割で、体育館
を学年で割り振り、
練習を行いました。
日に日に上達する姿
が見えてきました。
また、月末には
プール開きが行わ
れ、いよいよ水泳が
始まります。安全に
気をつけながら、取
り組みます。
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6月23日（木）、あんずホールで治田小学校音
楽会が行われました。本年度、4年目の音楽指導
にあたってくださっている早川潔先生をはじめ、
たくさんの来賓方、入りきれないくらいの保護者
の方々をお迎えしての音楽会でした。
今年度のテーマは、「力を合わせて咲かせよ
う、歌声の花、感動の花」でした。各学年工夫を
凝らしそれぞれ学年らしい発表となりました。

1学年<合唱奏> さあ

ゆこう

遠足に出かけ、いろんな自然と触れ合うお話
にのせ、演奏しました。今までで一番集中して一
生懸命演奏でき、素晴らしい演奏になりました。
（中略）どの子も「練習したことを頑張ることが
できた」「うまくできてよかった」と満足している
ものばかりでした。（1学年通信「さくら」より）

2学年<音楽劇> スイミー
子どもたちが、力いっぱいに表現しました！
一緒にステージに立って、音楽することができ、
幸せをつかみました。2年生みんなが、力を合わ
せて一匹の大きな魚になることができたと思い
ます。やっぱり子どもたちの力ってすごいです
ね。皆でやると、楽しいですね。子どもたちは、
やり切った感じがありました。（2学年通信「この
ゆびとーまれ」より）

3学年<リコーダー奏・斉唱> ハッピーリ
コーダー・勇気の歌
「今日頑張れた人」と問うと、ほぼ全員の手が
さっと上がりました。（中略）歌声も、力強さと高
音のきれいさが出てきました。リコーダーも素敵
な音色を出せるようになりました。何よりも「頑
張ったらできた」経験をまた一つ積み重ねるこ
とができたことが何よりも嬉しいです。（3学年
通信「青空」より）

4学年<合奏・二部合唱> 史上最大の作戦・
キミに出会えてよかった
合奏では、・・・それぞれがそれぞれのがんばり
を見せてくれました。リズムが遅くなったり速く
なったり、なかなか合わずに最後まで苦労しま
したが、本番ではばっちり合いました。
歌では初めての二部合唱に挑戦しました。声を

合わせるの
が難しくて
何度も何度
も練習しま
した。依田
先生に声の
全校合唱奏「アップル・スティック」
出し方を教
えてもらったり、教室でも毎朝歌ったり・・・。いい
顔で歌うことができていたように思います。（4
学年通信「さくら通信」より）

5学年<二部合唱・合奏> 明日を信じて・
Departure
水曜日はあんずホールに行って事前のリハー
サル練習をしてきました。大きな会場に立っても
5年生はなれたもので、それほど緊張すること
もなく、堂々と練習してきました。
そして本番。今までの練習の成果を発表できた
と思います。音楽会のような大きな行事は子ど
もたちが成長する大きな節目になります。子ど
もたちのがんばった姿、伸びてきた姿をたくさ
ん話してください。本当にすてきな音楽会でし
た。(5学年通信「かがやき」より）

6学年<合奏・二部合唱> アフリカン・シン
フォニー・見えない翼
最後の音楽会が終わりました。力強い「アフリカ
ン・シンフォニー」、やさしく、そしてこれから小学
校を巣立つ6年生にふさわしい「見えない翼」の
演奏・合奏が、あんずホールに響きました。さす
が6年生の音楽です。見ていて鳥肌が立ちまし
た。・・・・今年で最後の音楽会。自分たちも最後の
演奏ですが、他学年の発表を聞くのも最後でし
た。・・・あんずホールで音楽会ができること、早
川先生のご指導で、治田小だけのオリジナル曲
「アップルスティック」を全校でできたことは、他
校では体験できません、本当に感謝です。（6学
年通信「きらきら」より）

保護者の皆様のご協力を得て、素晴らし
い音楽会を行う事ができました。子どもた
ちが自信を持った瞬間です！ありがとうご
ざいました。

きらり治田

子どもたちに自信をつける！
音楽会スローガンについて説明を
しています（児童集会より）

26日（日）に、大勢の
みなさんにご参加いただ
き作業をしていただきま
した。おかげで校舎周り
がきれいになりました。
お互いに助け合いなが
ら作業している姿を子ど
もたちの範としていきた
いと思います。本当にあ
りがとうございました。

子どもたちに自信をつけさせた
い。そのことが、子どもたちが自
ら前向きに取り組むための第一歩
だと考えます。

など…自分自身の頑張りとそれをきちんと
認めてくれる人がいるときに、自信となっ
ていくのだと私は思います。

自信をつけるためには、どんな
ことが必要か！

おうちの方へのお願い
＊ お子さんに、家族のための役割を
与えてください。
＊ お子さんができたときには、大い
に褒めてやってください。
＊ そして、自分の足で学校に登下校
ができるように協力をお願いしま
す。

◇ 自分にとって、ある程度抵抗の

あることを成し遂げる経験を！
◇ 自分がやったことが、相手の人
に役にたったり、感謝された
り、認められたりする機会を！
◇ ほかの人から心から感謝される
満足感を！

学校、ご家庭、地域で育てましょう！

よろしくお願いします！

腰骨をたてる！
校地内の草取りを中心に
していただきました

6月14日（火）には、5名の学校評議員

◇ 姿勢の悪い子供が気になる。モノを落

さんが見え、授業参観の後に学校運営につ

とす子供が多い。心を落ち着かせて授

いてのお話をお聞きしました。

業に臨む姿勢を。「腰骨をたてる」そ

教頭からは学校や児童の様子を説明し、
校長からは、「子どもたちに自信をつけさ
せたい」ということを話しました。
学校評議員さんからは、次のようなお話
が出ました。

んな工夫ができないか。たとえば、授
業の開始の時や、掃除の前に、目を閉
じて黙想する。など

◇ 「掃除を教えることも大切だが、子ど
もを掃除を介してどう育てるか」を考
えたい

◇ 机の並べ方など、その時の子供たちの
状況や授業の内容によってそれに適し
た形に工夫された取り組みがなされて
いる。

貴重なご意見をいただきました。「治田の
子どもは治田で育てる」という考えを垣間
見ることができました。ありがとうござい
ました。今後ともよろしくお願いします。

学校評議員さんに授業を見てもらました。
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みどり号による移動図書館来校
６月３日（金）の昼休みに、千曲市の市立図
書館から「みどり号」が本校に来てくれまし
た。

また、定期的に「四季の会」の皆さんに、読
み聞かせをしてもらっています。
本校では、5時間目の始まる前に、読書の時

大勢の子どもたちが、「みどり号」に集まっ
てきました。「戦国、戦国・・・どこかな」「あっ

間をとっています。これを機に読書力をパ
ワーアップすることを期待します。
四季の会の方による読み聞かせ

た!!」借りる本を決めて駆け付けた子どもいま
した。みどり号を楽しみにしています。
みどり号は月1回の割合で、本校に来ても
らっています。学校の図書館でははいりにく
い本など、借りられるチャンスです。カードは

←「みどり号」に集まった子どもた
ち、読みたい本を一生懸命探してい
ます

学級担任が保管して、子どもたちにこの日に
渡しています。

地域参観日そして引き渡し訓練
６月４日（土）は、地域参観日でした。今年度
から、３時間目の後に、保護者の皆さんに子ど
もたちを引き渡す訓練を行いました。
授業では、おじいさんやおばあさんそして、
地域の方など多数の方の参観をしていただ
き、ありがとうございました。
私たちは、子どもたちが、自ら進んで学習
に取り組めるよう授業を工夫していきたいと
思います。
授業終了後に、引き渡し訓練を行いました。
保護者の皆様には、体育館に集合してもら
い、低学年の教室からお子さんを連れに行っ
てもらいました。

帰りはお子さんと通学路を歩いていただ
き、どこが危険かを確認してもらったことと思
います。
足元から見直すことは大事なことです。学
校でも毎月１回安全点検の日を設けて、確認
をしています。
学校からは基本的に、「ＰＴＡメール」を配信
して、お知らせしようと考えています。

上：国語の授業より（２年生）
下：引き渡し訓練 親子で下校

確認をお願いします！
ＰＴＡメールが届かないお宅の方は、同
じクラスの方に、メールが来たら連絡がも
らえるように依頼をお願いします！

いよいよ水泳シーズン到来 プール開き
６月２７日（月）は、プール開きを行いました。
り、プールでの学習が終わったら楽しかったと
プールを使用して、水泳の授業が展開しま
す。期間は、６月下旬から８月下旬までとなり

思えるようにしたい」と決意を述べてくれま
した。

ます。夏休み中もプール開放日があります。

「睡眠、朝ごはん、爪を切る」などお家
２年生の伊藤さんから「バタ足で、立たない
で長く泳ぎたい。楽しみなことは、みんなと
ケンカしないで、仲良くすること。」

の方の協力も必要です。準備運動をしっ
かりするなど、ルールを守り安全なプー
ル学習に心がけます。

６年生の松山さんから「水泳は得意だけれ
ど、ケガをしないように、プールの決まりを守
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よろしくお願いします。

上：高学年の皆さんによるプール
掃除（６月９日）
下：プール学習開始（１年生）

千曲市立治田小学校

千曲市稲荷山１３６０
電話 : 026（272）1054
FAX : 026（272）4644
電子メール: harutasho@school.chikuma-ngn.ed.jp
文責：塩野入 崇（校長）

『ふるさと治田』に学ぶ心ゆたか
な子ども

非違行為防止研修
平成28年度、治田小学校では、下記の計画に沿って職員の非違行為防
止を徹底していきます。「非違行為を治田小学校から出さない！更埴地区
から出さない！」を合い言葉に取り組んでいきます。ご理解よろしくお願い
します。なお、4月、5月、6月については、実施内容です。

目
標

全職員で「人を大事に，ものを大事に」「学校は組織で動いて
いる」という学校長の願いを大事に受け止め，「一人じゃない。
チーム治田小」をめざす。

実施
月

非違行為防止研修実施計画

4月

・年度当初に交通法規遵守と非違行為防止の「誓い」を記入する。
・学校目標具現に向けて、特別支援教育への意識を高めるため講師
を招聘し研修会を開く。
・著作権についての研修
・連休前に交通法規遵守と情報管理についての研修

5月

・公務員としての資質向上のため、拾得物の処理、飲酒運転防止、
体罰、セクハラ等の確認を行う。
・体罰チェックリストの実施
・盗撮【事例２】についての研修と具体的な取組（地域参観日に向け
て）の検討

6月

・「懲戒処分等の指針について」の読み合わせ
・交通法規遵守と情報セキュリティーについて確認

ホームページもご覧ください！
http://www.chikuma-ngn.ed.jp/~harutael/

強さの秘密！
音楽指導をいた
だいている早川先
生から次のようなお
話をお聞きしまし
た。
「山間地の小学校に
訪問したときのこと
です。その学校は全
校児童が少なく、高
学年全員が金管バ
ンドに入っていまし
早川 潔先生
たが、10名を超える
子どもたちの中に入ってご指導して
くらいの人数です。
くださいました
しかし、その音色
は温かく、すばらしい演奏が何回訪れても変わらず
受け継がれていました。
それはなぜなんだろうと不思議に思っていまし
たが、あるときに、その小学校に早めにいかなけれ
ばならい用事があり、車を走らせていると、なんと、
小学生が朝の早い時間にもう道を歩いて学校に向
かっていました。先生に聞くと、遠い子どもは50分近
く毎日歩いて通っているのだそうです。
時々練習で、同じ小節を何回も繰り返して吹くと
きがあります。その子どもたちはその練習にも、粘り
強く決して手を抜くことなく、それが当たり前のよ
うに練習しているのです。
毎日、長い距離を黙々とあるいて学校に来る。そ
の子どもたちにとっては、当たり前なのでしょうが、
実はそのことが、練習に対する粘り強さを培ってい
るのではないでしょうか。」

○個人情報の取り扱いについて【事例５】

7月 ・成績の取り扱い・文書処理について
○わいせつ行為の防止について【事例１・２・３】
○セクハラ行為の防止について【事例４】

8月 ○非違行為防止マニュアル見直し
・PTA役員参加

9月

○公金の処理について
・事務主幹より研修
○人権研修・人権に関わる授業を通してお互いの人権感覚を高め

10月 る。
11月

○パワハラ行為の防止について
・よりよい人間関係づくりの演習

12月

○スピード違反・飲酒運転の防止について
・交通規則・違反処分の確認【事例８・９】

1月

○薬物乱用防止について
・啓発ビデオ等による研修

2月

○事例研修会【事例１〜９】
・事例を活用しての研修（PTA役員参加）

3月

○個人情報の取り扱いについて【事例５再】
・成績の取り扱い・文書処理について

ということです。
子どもたちは、当たり前に長い距離を歩いて通学している
ことが、粘り強さを培っている。
治田の子どもたちにも、粘り強く取り組む姿勢を身につけ
させたいと、お話を聞いて思いました。

