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はじまりの日
本年もよろしくお願い
します！
４８日の３学期がスタートし
ました。１月には、各学年の冬
の行事も無事終了できまし
た。保護者の皆様のご協力
に感謝します。
また、次年度の児童会役
員も決定し、いよいよ引き継
ぎの時を迎えました。
小学校最後になる６年生
をはじめ、各学年のまとめの
学期です。有終の美となるよ
う努力します。よろしくお願
いします。
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２０１７年が始まりました。新しい年です。
新年の挨拶をしましょう。「明けまして
おめでとうございます」
さて、３学期は、４８日です。短いですが、
１年間のまとめをする大事な学期です。
いま3人のお友達から新年の決意を聞
きました。それぞれ目標を持ち、張り切っ
て３学期を迎えようという気持ちが伝
わってきましたね！
新年早々、お友達の活躍が新聞に載り
ました。読んだ人たちもいたと思います
が、５年生26名が、１月６日に、アフガニスタ
ン大使館へ学習に行きました。生活習慣な
どを勉強してきたそうです。５年生の皆さ
ん また、報告をお願いします。
(アフガニスタンには)みなさんも、文房
具を贈っていますね。
（学校便り９月号にも載せたのですが、）
文房具を受け取ったムスタファさんは、次
のような感謝の言葉を言っていました。も
う一度思い出してください。「ほとんどの
場合、僕たちは一度使ったページを消し
てもう一度同じノートを使うか、白いペー

3学期の決意を発表するお友達

ジがすぐに文字で埋まってしまわないよ
うに、とても小さく書くようにしています。
だから文房具は僕たちにとってとても貴
重なのです。」この気持ちに応えたいです
ね。
3学期は、５年生にとって、６年生から児童
会を引き継ぎます。また、６年生の皆さん
は、小学校生活最後の学期です。４月から
はいよいよ中学生となります。ほかの学年
の皆さんにとっても、それぞれが新しいス
タートや、新しいスタートのための準備の
学期なのです。
今日は、新しいスタート。そして、新年
にふさわしい絵本を読みたいと思いま
す。
その絵本は、ある曲の詩を元にしてい
ます。その曲を作った人は、
・・・・ボブ・ディランさんです。

喜びを語るムスタファさん

ディランさんは、1941年、アメリカのミ
ネソタ州に生まれ、高校生の頃からバン
次のページへ ↗
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ドを作って、ライブ活動（演奏）を始めまし
た。いろいろなジャンルの音楽を取り入れ
て、自分ならではの音楽を創り上げてい
ます。現在は７５歳です。
実は、このボブ・ディランさんは昨年、大
きな注目を浴びました。
知っていますか？・・・
そうです。

この曲は、旅先で、ディランさんが息子さ
んのことを思いながらつくったそうです。
そのときに、頭の中に自然にうかんできた
のを曲にしたそうです。なるべく感傷的に
ならないように、努力をしただけだったそ
うです。
それでは、読みたいと思います。

ノーベル文学賞を受賞しました。
川端 康成
1938年（39歳頃）、鎌倉二階堂
の自宅窓辺で

この絵本で取り上げられている曲は、
[forever young]という曲です。

日本では、１９６８年に川端康成さんが、１
９９４年に大江健三郎さんがそれぞれ小説
部門で受賞しました。日本人の受賞は２名
です。
ボブ・ディランさんはシンガーソングラ
イターです。ではなぜ文学賞を受賞した
のでしょうか？

（本の内容は、ディランさんが、お子さん
の歩みに願いを込めて、優しくそして力強
く語りかけています。）
いよいよ２０１７年が始まります。みなさ
んにとって、新しい始まりの日になります
ように！ 以上でお話を終わります。

受賞の理由は、「アメリカの伝統音楽に
のせて新しい詩の表現を創造した」と言
うことです。詩の部門の受賞となりまし
た。

いよいよ２０１７年が始まりま
す。みなさんにとって、新し
い始まりの日になりますよ
うに！

ボブ・ディランさんの曲の中には、高校
の音楽の教科書や英語の教科書に載って
いるものもあります。たとえば、「風に吹か
れて」という曲がそうです。
そんなボブ・ディランさんの曲の詞の絵本
が図書館にあります。
これです。（右の写真→）

（３学期校長講話より）
はじまりの日 ボブ・ディラン 作 ポール・ロ
ジャース 絵 アーサー・ビナード 訳 岩崎書店

冬の行事無事終了‼

そりの滑り方を教わって順番に
滑っていきます！

そり教室(1年)

前々日からの大雪で、心配されたそり教室
でした。1月16日（月）は、大渋滞でバスが遅れ
ましたが、その分持ち物点検や注意確認を行
いました。安全運転で聖高原につきました。
聖高原スキー場は、ゲレンデもそり場もたっ
ぷりの新雪で、雪が舞いかなり寒い中、子ども
たちは初めは、低い位置からそりで滑り始めま
した。体のバランスと体重のかけ方のコツを何
度も何度も斜面を登っては滑り降りして、体得
していきました。
お昼のカレーは、おなかがすいていたので
しょう、いつもおかわりをしない子までお代わ
りをしました。カレーを作ってくださった方に、
「学校のカレーよりおいしい」「お家のカレーよ
りおいしい！ ！ 」と声をかけた子もいて、食

堂の方もうれしそうでした。
午後は、お天気もすっかりよくなり、急なそり
場で滑りました。曲がったりブレーキをかけた
りすることもできるようになってきた子どもた
ちは、「よく疲れないね｡」と言いたくなるほ
ど、何度も何度も雪の斜面を登っては歓声を
上げて、そりのスピードや跳ね上がる感覚を楽
しんでいました。
ルールや順番を守ったり、時には譲り合ったり
して行動できたので、怪我をする子もありませ
んでした。うまくコツがつかめない子には、アド
バイスをしたり一緒にそりに乗せてやったりし
て教え合う姿もみられ、「成長したな｡」と感じ
るそり教室でした。
（1学年通信より抜粋）
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（2年生，3年生）

1月12日（木）、ホッケーリンクでの指導教室で
は、はじめ、立ち上がることが難しかったり、バ
ランスを取って歩くことが難しかったりしたお
友だちがいました。他の学校がいなかったた
め、通常より、みっちりと、指導をしていただく
ことができました。基礎をしっかり教えていた
だいたせいか、午後の滑走での伸びは著しく、
どの子も、外リンクを一人で滑ることができる
ようになりました。終わる時間を迎えたとき、
「もう、終わり、もっと滑りたい｡」「来年もある
よね。旱＜滑りたいな｡」と笑顔で語るお友だ
ちがたくさんいました。できるようになった喜
びが、さらなる意欲につながっていました。来
年が楽しみですね。

靴を履かせてくださったり、トイレに一緒に
行ってくださったり、励ましてくださったり、
様々な面でボランティアの保護者の皆さんに
たくさん助けていただきました。そのおかげ
で、事故なくケガなく、楽しいスケート教室に
なりました。ご協力、本当にありがたかったで
す。ありがとうございました。
（2学年通信より）
今年で2年目となる3年生の上達には目を見
張るものがありました。中にはうまくいかなく
ても、途中で投げ出すことなく何回も挑戦して
いる姿が見られ、そうこうしているうちにゆっ
くりと着実に上達していきました。

スケート教室(2，3年生）

（引率した教頭先生のお話より）

スキー教室

（4年生，5年生，6年生)

1月18日(水）、4年生から6年生までが、黒姫
スキー場で、スキー教室を行いました。当日の
ゲレンデは快晴でスキー場の方も、こんなに晴
れたのも久しぶりだといわれました。また、学
校は本校のみで、昼食のレストランも一般のお
客様以外は、貸し切り状態でした。
4年生は初めてのスキー教室。午前中はス
キーに慣れる練習を、そして午後は全員がリフ
トで登り、滑ってくることができました。
（4学年通信抜粋）
5年生は2度目のスキー教室です。どの班も
一列に並んで上手に滑っており、昨年に比べる

と飛躍的に上達したことが素晴らしかったで
す。
（5学年通信抜粋）
そして6年生は小学校生活最後のスキー教
室でした。どのグループも最初からリフトに乗
り滑ることができました。また自分なりの課題
を持ち取り組んでいたように感じました。冬の
スポーツであるスキーを思う存分体験した子
は「またやりたい」と言って帰りのバスに乗り
込みました。このような体験ができたこと、ス
キー場の方々に感謝です。また、お家の方々に
も荷物の準備などご協力いただきありがとう
ございました。

スキー教室(4,5,6年生）

(一部６学年通信より抜粋）

次期児童会役員が決まりました！！
平成２９年度の児童会役員が決まりまし
た。
児童会長と児童会副会長のそれぞれ1
名ずつです。

●

あいさつを広げる

●

いじめのない仲のいい学校づくり

●

クラスが団結して１つになれるような
活動を

●

全校が仲良くなれる学校づくり

●

時間いっぱいに取り組む掃除

今までの６年生が築き上げた児童会を
引き継ぎ、さらに盛り上げていってくれる
ことを期待しています。

放送による立ち会い演説会後の
投票風景（6年）

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
Mail
harutasho@school.chikumangn.ed.jp

文責 塩野入 崇

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

「恵愛学園」いよいよ完成です！
児童養護施設「恵愛学園」がいよいよ2月下旬に
完成です。4月から10数名のお友達が治田小学校に
転入してきます。
児童養護施設には何らかの理由で保護者の適切
な養育を受けられない子どもたちが暮らしていま
す。（詳しくは参観日にお配りする資料をご覧くださ
建設が進む「恵愛学園」
い。）
転入してくる子どもたちは、学校も、住居もかわり、きっと緊張と不安を
もって、転入してくるものと思います。
各学級では、そんな子どもたちを温かく受け入れたいと思います。
そのためには、子どもたちが、仲良くできることが一番です。今の学級や
学校でも、お互いに仲良くしていくことが必要です。そんな観点でもう一度
振り返ってみたいと思います。
なお、子どもたちには、上記について２月の校長講話で、話をします。
○おうちの方へのお願い
● お子さんのより良い成長のための前向きな声がけをお願いします。
● お子さんの様子や話からなど、気になることがありましたら、遠慮なく
学校にお話しください。
保護者の皆様には、もう一度上記の視点について振り返っていただき、ご
理解とご協力をお願いします。

雪かきありがとうございます！
3学期に入りだんだんと寒く
なってきましたが、元気に自力登
校をしているお友達がいます。

挨拶をすると元気よく挨拶を
返してくれる子どもたちが多い
です。そんな声で今日一日頑張
ろうという気持ちにさせてもらっ
ています。

元気に登校明るい挨拶！

雪かきしてもらった通学路

○自分の身は自分で守ろう
●
●
●

さて、1月中旬になり寒波が到
来し、大雪が降りました。通学路
も雪が積もりました。朝の通学に
向けて、保護者の皆様には、夕方
や朝に通学路に出ていただき、
雪かきありがとうございました。
ご協力に感謝いたします。

●

いつもの通い慣れている道で
も、雪が降ると思わぬ落とし穴
がありますので、注意が必要で
す。

●

学校においても、指導を行って
おります。
ご家庭でもよろしくお願いしま
す。

雪道の歩き方注意！

●

手袋をして、転倒しても手が出せる
ように！
周りをよく見て、後ろからくる車や
自転車や歩行者に注意する
雪かきで固められた雪の上には乗
らない
道を横断するときには、いつも以上
に左右をよく見て、車が完全に止
まってから横断する。
屋根の上や木の上からの落ちてく
る雪に注意する

○人や物を傷つけない
雪や氷を投げたり蹴ったりしながら
歩かない
● 建物や車や歩いている人に向かっ
て雪や氷を投げない
● 友だちと話に夢中になったり、友達
とふざけたりして歩かない
● ふざけて、人を押したり、ひっぱたり
しない。

