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きらり治田
運動会!!
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目標を持って挑戦する！ お互いを支え合う！
「日本の伝統である美しく完璧な体操で勝
負したい。今回はそれを十分に見せられな
かったから、4年後のリオまでには、それを
実現したい。」この言葉は、4年前のロンド
ンオリンピックの体操男子団体で銀メダル
（2位）になったときの内村航平選手の言葉
です。
内村選手をはじめ、団体にでる選手たち
は、厳しい、練習を繰り返し、本番の演技順
で、何回も練習して、自信をつけ、リオデ
ジャネイロオリンピックを迎えました。ま
た、誰もが、日本の団体の体操がオリンピッ
クで金を取れると思っていました。
ところが、予選では、４位という思いもよ
らない結果でした。
日本の必勝パターンの作戦は予選を１位か
２位で通過して、種目の順番は、
体力がいるが得意
のゆか、内村1番で
はずみをつける
日本が苦手な、あ
ん馬、つり輪
日本が得意の跳
馬、平行棒、鉄棒
で得点を、内村は
前2人のカバーで最
後に演技

順番

1番 2番 3番

ゆか

〇

あん馬

〇

つり輪

〇

跳馬

〇

平行棒

〇

鉄棒

〇

(〇印：内村選手の順番）

予選が４位となったので、順番は
体力が一番いる「ゆ
か」が最後に
内村選手の体力を
温存するために、や
る順番を変えた。
内村選手は、「怖く
なった。嫌だとしか
言葉が出てこなかっ
た」というくらい大変
でプレッシャーがか
かっていた。

順番

1番 2番 3番

あん馬

〇

つり輪

〇

跳馬

〇

平行棒
鉄棒
ゆか

〇
〇

体力で不安を
抱える内村選手
をチームで支え
ることができた
のでしょうか？
鉄棒の田中選手
を残して、日本
はそこまで2位
校長講話
でした。それを変え
たのが、田中選手です。「なんとか、内村選
手に最後のゆかをいい状態で迎えさせたい」
という気持ちから、予選では怖くてできな
かったコールマン（F難度）をこの決勝の大
舞台で演技し、日本を１位に押し上げ、最終
種目のゆかに弾みをつけました。そして、念
願の１位を日本にもたらしたのでした。
５人のチームメイトや、競技順番を考えた
コーチや監督も含めて、日本チームをみんな
で支えたのでした。チームの弱点やミスを他
の人がしっかりと支えてくれたのです。
さて、いよいよ運動会です。みなさんも、
この運動会を色々な面で支えてくれました。
グラウンドの整備、そしてプラカードの準備
や全校ダンスの振り付けの場面では、わから
ないところを教えあったり、行進で、鼓笛隊
としてリズムをとったりして友達を支えてく
れています。また、保護者の皆さんにもグラ
ンド整備やテント張等で支えてもらいまし
た。たくさんの支えがあって運動会が出来上
がっていきます。みんなで、「勝負の花と、
がんばりの花を咲かせ勝利をかちとろう」に
向けて、精一杯努力していきましょう。そし
て、保護者の皆さんや、地域の皆さんに、お
互いに支え合いながら自信を持って運動会を
作り上げていくとこ
ろを見てもらいま
しょう。
（運動会前の校長講
話より）

〇
児童会スローガン

発行日 2016/10/07

スポーツの秋、９
月は運動会準備
の１か月でした。子
どもたちは、運動
会を目標に一生
懸命練習に取り組
みました。 次の
週は遠足も無事
終わりました。
１０月は、人権教
育旬間となりま
す。学習の秋、読
書の秋となりそう
です。
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きらり治田

たくさんの花が咲いた！運動会！
前日までの雨天が、運動会当日には曇り空と
なり予定通り運動会を行うことができました。
夏休みに近くに落雷があったせいで、校庭の
放送設備が故障してしまいましたが、係の先生
方の努力で何とか開会式から放送が使えるよう

になりました。お聞き苦しい面があり、皆様に
ご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんで
した。
さて、運動会について各学年の学年通信から
取組を紹介します。

1年生では

かけっこ

L年生にとって初めての運動会が行われまし
た。運動会には、おうちの人が見に来てくれる
ということで、張り切ってがんばることができ
ました。並び方から練習し始めたl年生。全校で
やることも全てが初めてなので、1つ1つ、覚え
ていかなくてはならず大変です。でも、弱音を
吐かず、よく話を聞いて、一生懸命練習に取り
組めました。
「かけっこで1位になるぞ！」
「ダンスを楽しく踊りたい！」
「綱引きで勝てるように一生懸命ひきたい！」
と、子どもたちもそれぞれに目標をもって臨ん
だ運動会でした。かけっこも、玉入れも、ダン

2年生では
かけっこ

最後までお天気を心配していましたが、24日
に無事運動会を行うことができました。直前ま
で雨降りで、校庭での練習ができない日があり
ましたが、どの競技も精一杯取り組むことがで
きた子ども達でした。
表現は、隊形移動やウェーブなどみんなでそ
ろえて動く部分が特に難しく何度も練習してき
ました。本番では、生き生きと踊り、..より自
信を持って表現していた子ども達、いつにもま
して輝いて見えました。また最後の決めポーズ
の瞬間、心がひとつになった姿に来賓席からは
歓声があがっていました。たくさんの拍手や歓

スも、綱引きも、精一杯の力を出して頑張れた
のではないかと思います。一つひとつの行事を
乗り越えるたびに、子どもたちは、友だちと競
い合い、助け合って、どんどんたくましく成長
していきます。
（1学年通信「さくら」Ｎｏ．３６より）

Letʼs 玉入れ ラッキーチャンスをつかみ取れ！

声をもらったことで、達成感が増したことと思
います。
（2学年通信「このゆびとーまれ」No.22より）

HERO （表現）

3年生では
つなひき 1・2年

とびっくら2016

暑くも寒くもない丁度良い天候の中、盛大に
運動会が開催されました。練習ではなかった大
声援を受け、いつも以上の力をはっきした子ど
もたちでした。
お家の方々の応援の素晴らしさを改めて感じ
ました。ありがとうございました。
「とびっくら2016」は、初めてのトラックコー
スだったので、晴れていた練習のほとんどをい
ろいろなコースを走って体験をしていました。
いざ本番のチームを編成したとたんに、雨で練
習ができませんでした。正真正銘のぶっつけ本
番で、したが、さすが3年生。並び方からゴール

までしっかりできて、頼もしさを感じました。
（3学年通信「青空」Ｎｏ．２０より）

バンブータイフーン
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4年生では
運動会・・・あたたかいご声援ありがとうござ
いました
運動会の日は天気が心配されましたが、暑く
もなく寒くもなく過ごしやすい一日になりよ
かったです。今年は練習の時から雨がたくさん
降り、校庭でほとんど練習ができなかったので
ダンスは心配でしたが、場所の間違いもなく、
のびのび踊れていてよかったです。4年生として
はダンスと短距離走に力を入れて練習してきま
した。短距離走も練習が少なかったですが、全
力でゴールまで走りぬき、すばらしい姿をたく
さん見ることができました。高学年になり、係
活動でも応援団や準備係、放送係などしっかり
活動ができました。5,6年生に混ざり堂々とおこ

5年生では
全力尽くした運動会！！
連日長雨の影響で校庭での練習が数回しかでき
ない状況の中での運動会でした。その中、全力
で走った「短距離走」、初めて騎馬を組み熱戦
を繰り広げた「治田丸」、そして、一番練習を
した種目が組体操でした。1学期から倒立の練習
を行い、成功率100%を目指しました。
はじめは、自分の体を支えることにも苦労し
ていましたが、痛くても、怖くても諦めること
なく練習を続けました。天候の関係上、体育館
で行うことが多く、校庭で位置を覚えたり、移
動をしたりする場所など本番をイメージしだ練
習は数回しかできませんでした。本番ではみん

ないました。さすが4年生です。みんながんばり
ました。
（4学年通信「さくら通信」ＮＯ．２２より）
短距離走

Dance! Dance!

なの気持ちがそろい、気合いも十分で最高の演
技をすることができました。最後の御礼のあい
さつでは達成感、充実感を味わう運動会となり
ました。
また、4・5・6年生で協力して行った係活動。
自分の責任をきちんと果たすことができ、おか
げさまで時間通りの運営となりました。保護者
の皆様には、温かなご声援や励まし、子どもた
ちの体調管理や運動着の洗濯など様々な揚面で
支えていただき、本当にありがとうございまし
た。
（5学年通信「かがやき」Ｎｏ．２２より）

短距離走

6学年は
短距離走

ゴールテープをめざして全力で走った短距離
走、6年生の走りはさすがに迫力がありました。
順位は人それぞれですが、精一杯走りきること
ができ、見ていて気持ちがよかったです。天候
の関係で、練習を十分に行うことができなかっ
た騎馬戦ですが、本番は校庭中を走り回り、赤
白熱の入った戦いを繰り広げました。1勝1敗に
終わりましたが、とても白熱したよい勝負がで
きたと思います。
そして、子どもたちが一番力を入れてきた組
み体操です。昨年経験しており、今年は5年生の
手本になったり、教えたりという活動場面もあ
り、とても充実した練習になったと思います。
痛くても、怖くても、歯を食いしばってがんば
る姿、自分の位置まで全力で走る姿、真剣に練
習に取り組んでいる姿が日を追うごとに増えて
きました。これも雨のため、校庭での練習が2回
しかできませんでしたが、当日は全力で仲間と
気持ちをひとつにして取り組むすばらしい姿が
見られました。
また、4・5・6年生で協力して行った係活動。
自分の責任をきちんと果たすことができまし
た。先頭に立って活躍する姿、立派だったと思
います。

小学校生活最後の運動会でした。子どもたちの
表情から、最後を飾るにふさわしい運動会に
なったということが分かりました。全員大満
足、また一つ、よい思い出の1ページを作ること
ができたのかなと思います。
保護者の皆様には、子どもたちの体調管理や運
動着等の洗濯など、様々な場面で支えていただ
きました。ありがとうございました。
（6学年通信「きらきら」Ｎｏ２３より）

治田丸

ふるさと治田

さがしています!
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.chikumangn.ed.jp

著作権の関係で掲載を割愛します

(文責)校長 塩野入 崇

『ふるさと治田』に学ぶ心ゆたか
な子ども

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

左の図鑑は、図
書館にあります。
この図鑑にはそ
れぞれＤＶＤディス
クがついていま
す。
「花」以外の、
「魚」「鳥」「動物」
「恐竜」の４冊のＤ
ＶＤディスクが行方
不明となりました。

借りた人は図書館か、校長室前の机にある返却ボックスのど
ちらかに返してください。
みんなの図鑑です。早めに返してください。お願いします。

遠足も無事終わりました!!
２９日に予定していた遠足ですが、雨
天のため、４年生と６年生以外の学年
は、翌３０日の実施となりました。

中央公園遊具で遊ぶ(1年）

縄文人登場（３年）

になって飾り玉の作成や火起こしに挑
戦しました。

１年生は、稲荷山公園で遊び、中央公
園（市民プール横）まで行ってきました。
天気も良く、ゆっくりと遊具で遊んだ
り、ドングリを拾ったりすることができま
した。友だちとも、なかよくできました。

４学年は、バスで松代焼きの体験と、
千曲警察署と千曲消防署の社会見学を
行いました。昼食は南長野運動公園を
予定していましたが、雨のため急きょ学
校でお昼を食べました。自分で作った
陶芸作品ができあがるのが楽しみで
す。

２年生は、のりもの遠足で、小諸懐古
園までいきました。学校から市の循環バ
スで、屋代駅から小諸までしなの鉄道
で電車に乗りました。切符も自分で買っ
ていきました。事前にしなの鉄道の駅員
さんから切符の買い方を勉強しました。

５年生は、延期のためＴＯＳＣＯMの見
学ができませんでしたが(後日見学しま
す）、稲荷山駅からJRで姨捨駅まで行
き、長楽寺の、棚田を見て、学校まで歩
きました。棚田の美しい景色を堪能しま
した。

３年生は、学校から歩いて、武水別神
社を経て、さらしなの里まで行きまし
た。帰りは八幡小学校をお借りして帰り
の会をして解散となりました。最後まで
歩き通し、古代体験パークでは縄文人

６年生は、戸隠までいき、今学習して
いる地層と化石の学習をしました。あい
にくの天気でしたが、予定していた地層
見学もでき、化石博物館で化石につい
て学習を深めました。

