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１学期の始業式に「はっきり目標」，

みなさ

「ルールを守る」，「たくましく」について話

んの中に

しました。今日は「はっきり目標」について

は，この

お話をします。

ように素

この数字を見て下さい。「４４」これは、4

晴らしい

月から7月20日まで、図書館で一人が借

人たちが

りた平均冊数です。75日の登校日数で

たくさん

44冊です。素晴らしいですね。月ごとの

います！

本の貸し出し数を見ると、（グラフ1）読書週
間のあった５月の貸し出しが一番多いで

い。表紙が破けたり，中身が抜け出てい

きらり治田っ子

たりしています。「本の病院」に返されて

さて，この1学期皆さんに「きらり」という

いたり，本棚に戻されていたりしていまし

姿がたくさんありました。たとえば，掃除の

た。残念ながら，先生には誰からも連絡

場面です。目標を決めて黙々と取り組む

がありませんでした。本を借りようとして，

姿。みんなと協力して，床に目と心を向け

こうなっていたらどう思いますか？
さっきの素晴らしい姿と合わせて，この

前にすると，私たちもきちんと取り組まな

ことが大切です。

くてはいけないと思いますね 。

『自分から気づく心をもち，行動しましょ

これは，あるクラスの，校庭用下履き置
き場と，玄関の下駄箱の様子です。きち

う。』
『「これいいなぁ」と思うことは見習いま

んと靴が入っていました。かかとがつぶれ

しょう。』

ている上履きもありませんでした。

『「これは変だぞ」「これは危険だぞ」とい

また，こんな話を区長さんからお聞きき
しました。「祗園祭の７月１５日，子ども神

そうじに取り組む

しかし，この図書館の本を見てくださ

すね。2学期もたくさん本を読みましょう。

て，磨き上げている姿。こういう姿を目の

（グラフ1）

整頓されている下履

う場合は，先生やお家の方，そして友達
に知らせましょう。』

輿の後に，公民館へ神輿に関係した小

夏休みも，この事を頭に入れて過ごし

学生８０人くらい集めました。靴をぬいだ

てください。いよいよ明日から，２８日間の

のですが最初の5人位の靴を育成会の

長い夏休みに入ります。何か一つやりた

方が直していました。全員が入場した後

いことを見つけて，続けてみましょう。

に脱いだ靴を見ると，きちんと揃えて整然

そして、8月23日には、全員元気で登校

と靴が並んでいました。」と自分の事のよ

し、張り切って2学期を迎えましょう。

うに嬉しそうに話してくださいました。

（1学期終業式 校長講話より）
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今後の音楽会について

今年で，あんずホールの音楽会も12年
目を迎えました。今後のことも含めて，保
護者の皆さんへアンケートを実施しまし

〜アンケート集計報告〜

た。その集計ができましたので，ご報告し
ます。
実施日：2017/6/26〜6/30《回収率 82.６％》

１ 子ども達は生き生きしていましたか？

7月2日（日）延期したＰＴＡ作業
をしていただきました。
今回はトイレの尿石もとっても
らい，例年のトイレの臭いも皆無
となりました。
ＰＴＡの方々の気づきの作業に
感謝です。

【児童集会】
委員会からの発表がありま
す。活躍する場面として委員
全員で発表しました。
相手に伝わるためには･･･
意識していきましょう。

【感想】
○ 「アップル・スティック」では手拍子での
参加でしたが座席で楽しんでいる様
子が見えました。
○ 他の学年の発表もしっかり見て聞いて
いて，子供たちも楽しんでいる姿が見
られました。（楽しんでいる ４５）
○ 低学年はもちろん，高学年の子どもた
ちも男女問わずクラス一丸となって一
生懸命歌う姿が印象的だった。
○ 緊張はしていると思いますが，一生懸
命な姿，楽しそうな姿が見れてうれしく
思いました。（一生懸命 １４）
○ リズムに乗って自然に体が動いている
子どもがいて，音楽を楽しんでいる様
子が伝わってきました。（体が動く10）
○ 学年毎，個性のある発表だったと思い

ます。子どもたちの一生懸命な姿に
感動しました。
○ どの学年の発表をきいても感動した
し，感動するのはその子たちの発表
で一生懸命がんばっていたのだから
だと思います。
（感動 8）
○ ホール全体に声が響き，集中している
緊張感が伝わってきた。堂々とした態
度（もじもじせず，恥ずかしがらず）で
した。
（堂々とした 8）
他にも「まとまりのある演奏だった。」
「大きな口を開けて歌っていた」などを含
めて，150以上も子どもたちの生き生きし
た姿を記入していいただきました。
また，「準備期間が短かったのでは。」
「子どもや学年によって差があった。」と

２ あんずホールで行ったことは良かったですか？

【全校研究②図画工作】
3年生の「造形遊び」
段ボールいっぱいにスポンジ，
ローラーそして自分の手や足
を使って色づけを楽しみ，その
中で自分にとって気持ちの良
い表現や形を創り上げていき
ました。多様な表現が自然と生
まれました！

学校だより 1学期最終号

Page 3

３ 来年度以降も音楽会はあんずホールで行いたいですか？

「そう思う」「大体そう思う」
を合わせると，90％の保護
者の皆さんが継続を希望し
ています。
過日の学校評議員会でも
継続のご意見をいただきま
した。

保護者のご意見から
あんずホールここがいい!
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

音響効果・座席・空調など環境 82
子どもたちの良い経験となる 40
子どもの意欲につながる
12
最後の音楽会・特別な日として 10
雨が降っても影響ない
4
迫力あるステージ
3
感動を与える音楽会になる
2
施設を大いに利用すべき
2
安定した収容量
2
子どもと保護者の一体感
1
情操教育の一環
1

あんずホールここが課題!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

保護者席･駐車・弁当負担
ＰＴＡ役員の負担
子どもたちの移動負担
席決定の改善を
保護者の約束違反
リハーサル移動等負担
保護者の片付け負担
保護者の費用負担
発表の質
なぜホールなのか？
体育館ですめば

12
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

【祇園祭】
7月16日（日）金管バンドと
鼓笛隊の発表を祇園祭で行
いました。地域の方に子ども
たちのエネルギーを発信しま
した。

あんずホール
の音楽会を
継続します。

アンケートにご協力ありがとうございました。職員とも検討の上，来年度以降もあん
ずホールで音楽会を継続します。引き続き，ご理解とご協力をお願いします。
意見の中で「朝早くから席を取るのが大変」というご意見がありました。あんずホー
ルの利点は，どの席からもステージが見渡せる事です。席は「1家庭1席」を守ってい
ただければ十分足ります。朝早くから並んで席を取ることがないようにお願いします。
来年度は，千曲市新庁舎の建設の関係で例年のような駐車場確保が難しいと思わ
れます。音楽会近くなりましたら，お便り等でお知らせしますので，ご理解ください。

あんずホール音楽会開催のきっかけ
平成18年6月23日よりあんずホールに
移る。（40周年記念誌より）
前年度の職員会議で、音楽専科の職

敷き，さらにその後ろにパイプ椅子を並
べていた。（当時の児童数は467名
（h17），470名（h18）と今より100名多い。）

員から、音響の悪さが問題（雨音も含め）
としてあんずホールへの変更が提案され
た。

音楽会を体育館でやった当時治田小の
担任だった先生のお話

当時は、屋代小学校と埴生小学校があ
んずホールで行っていた。
体育館では子ども達は床に座る。保護
者席としてその後ろにゴザやカーペットを

「練習の響きと本番で大勢の中で演奏し
た時の響きが違い，違和感が大きかっ
た。子どもたちもかわいそうだった。」

【ＰＴＡ救急法講習会】
7月6日（木）に，ＰＴＡ校外指導
部が中心となった，救急法講習
会を行いました。今年度は1回の
実施です。実習は熱心に行わ
れ，熱中症についてもご指導を
いただきました。
急な事態になったときに，どの
ように対応できるか！訓練を受
けておくことで動ける人に！
プール当番の保護者の皆様よ
ろしくお願いします。

千曲市立治田小学校

保護者の皆様にお願い!

今年度1学期に2件の小学1年生による飛び出し死亡交通事
故が発生しました。

千曲市稲荷山１３６０

このことを重く受け止め，保護者の皆様に事故防止のプリン
トをお配りし，子どもたちにも注意を呼びかけました。さらに1
学期終業式には，校長から交通事故防止について話をしまし
た。以下の点をご家庭でも確認をお願いします。

電話 026-272-1054
FAX 026-272-4644
Mail harutasho@school.chikuma-ngn.ed.jp

﹁通り慣れた身の回り
の生活道路にこそ危険
があると認識してもらい
たい﹂
︵
黒岩交通課長︶

文責 塩野入 崇（校長）

長野県警
啓発チラシより

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

〇低学年の保護者の皆さん
 通学路の危険箇所を確認し，その対応をお子さんと一
緒にその場でお願いします。
〇高学年の保護者の皆さん
 通学路で危険な場所と，その対応をお子さんと話し合っ
て下さい。また，近くに低学年の子どもがいたときにどう
するのかも確認をお願いします。

治田小職員の研修
【非違行為防止研修】
本校では，昨年と同様に「向学の気
風に満ち，地域から信頼される学校
づくり」をめざしています。開かれた
職員集団になるよう努力するととも
に，積極的な職員研修を行っていま
す。
7月には，体罰禁止のための研修
を行いました。「児童Aは，4月当初か
ら生活態度等に課題があり，日頃か
ら気にかけて大事に指導してきた。そ
の児童Ａが，授業中に周囲の友だち
に話しかけたり，席を離れたり，何度
も注意したけれど改善が見られな
かった。ついに，児童Ｃと一緒にふざ
け合いを始めてしまった。･･･」この架
空の事例を，ロールプレイングで，小
グループになり研修しました。Ａ児，
先生，近くにいた先生の３人をそれぞ
れの役で演じました。
「近くにいた先生がどのように対応

するかが大切だ。」「そばにいてもらう
だけで気持ちを落ち着かせることが
できる」など，感想が出されました。
『一人じゃない‼チーム治田小』
これを合言葉に，一人がすべての荷
を背負うことがないように，心配りをし
ていきたいと思います。

【ＩＣＴ研修】
千曲市総合教育センターの市川先
生においでいただき，情報モラルに
ついてのミニ研修をやっていただきま
した。「情報モラルはまだ早い」では
なく，どの年齢にも意図的に考えさせ
るべき事であることが分かりました。特
に低学年うちから，「心を育てる」こと
が，モラル向上につながることを再確
認しました。ＳＮＳの恐ろしさをおうち
の方と子どもたちが一緒に考える事
が必要であることを感じました。

非違行為防止研修（ロールプレイング）
Ａ児と先生の役割を決めて演じています

情報モラル研修（ミニ研修）
研修の中で，資料をどのように授業
教材として構想していくかを考えまし
た。

