
 

  

 私は、特にミッキーやミニーが

好きというわけではありませんが、

ディズニーランドやディズニーシ

ーは大好きです。友人や家族など、

誰と行っても楽しいです。入園料

が少々高いのは玉にきずですが、

入園するとそんなことも忘れ、夢

のような時間を過ごすことができ

ます。だから、何度行っても飽き

ないし、また行きたいと思ってし

まいます。正にディズニーの魔法

にかけられたかのようです。そん

な中一つ疑問に感じていたのは、

いつ行ってもどこかが工事中なの

です。キャラクターのイラストが

あるとはいえ、高い工事用の壁が

立ち並び、中は全く見えません。

それを目にする度に、興ざめな気

持ちになったものです。 

 先日、ディズニーリゾート開園

以来二十数年間、運営部長として

活躍された安孫子 薫 氏の講演を

聴く機会に恵まれました。講演で

氏は、創業者ディズニーが「ディ

ズニーランドは永遠に完成しない。

この世界に想像力が残っている限

り成長し続ける。」と謳ってランド

を創ったこと。また、運営に当た

っては、開園以来「毎日が初演」

という理念で、約 22000 人のキャ

ストが一丸となって日々取り組ん

できたことなど、ランド成功の秘

密についてお話しして下さいまし

た。これを聞いて、ランドに対す

るもろもろの疑念は、ス～っと霧

が晴れるように消えました。 

 学生時代、教育心理学の教授が

「教師とは未完成なものだがそれ

は偉大な未完成である。自らの未

完成を常に胸に秘め、完成と成熟

に向けて一歩一歩、静かな努力を

続けていくことが大切だ。」とおっ

しゃっていたことを思い出しまし

た。あれ？なんか似てますね。 

そうです！学校もあのディズニ

ーリゾートも永遠に完成しないの

です。ウォルト・ディズニーが残

したように、学校も、教師に想像

力が残っている限り成長し続ける

のです。そして、未完成の夢の先

には、誰も見たことのない世界が

待っているのです。私たちも毎日

が初演という

意識をもち、

全ては子ども

たちのハピネ

スのために頑

張っていきたいです。教師とは、

学校という素敵なアトラクション

の創り手なのですから。だから、

時々工事中でも悪しからず？ 

 

 
 12月といえば師走。これは師匠であ

るお坊さんがお経をあげる為に東西

を馳せる月だからとか。世間ではクリ

スマスや新コロで減った忘年会。そし

て年末大晦日。お年玉が楽しみなのは

子どもたちだけ？ではでは、12月の西

中音更小を振り返ってみましょう。 

 

 

 私たち人間は、喜怒哀楽という

感情を様々な方法で表現し、誰か

に伝えようとします。今回は土で

表現しました。 

 １日(木)、 

陶芸サークル 

の皆さんを講 

師にお招きし 

て、全校で陶芸にチャレンジしま

した。低学年はお皿、中学年はマ

グカップかペン立て

か花瓶のいずれか、高

学年はろくろを使っ

てどんぶりにそれぞ

れ挑戦しました。今回

は、先生たちも一緒に

チャンレンジです。まずは、粘土

をしっかりこねて、中の空気を抜

きました。次に、のし棒で平らに

して、型に

あてがい形

を整えまし

た。高学年

はろくろと

真剣勝負！

皆、一生懸命、粘土に向き合い、

全集中！皆どんな思いで粘土をこ

ねたのかな？私は、プレゼントす

る相手が喜ぶ姿を想像しながら作

業しました。完成は３月上旬との

こと、今からとても楽しみです。 

 

 
人間の成長に、環境は大きな影響

を与えます。時に現状に甘んじ、現状

に満足してしまうことさえあります。 

 ２日（金）、駒場中エリアの小小連

携（駒小と東士幌小と本校）で高学

年バージョンが、サンドームで行われま

した。今回はコンサドーレとの連携で、

現役の選手の方に講師をお願いして、

「フットサル」の授業でした。５年と６年

に別れて、試合形式の

授業は、子どもたちに

刺激的だったようです。

どの子も「とても楽しかっ

たよ！」と瞳を輝かせて

いました。色々な環境

未完成の夢の先には？ 
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全 て は 子 ど も た ち の ハ ピ ネ ス の た め に 

 

 

君が喜ぶ姿をイメージしながら 

 

西中音小の１２月は？ 

井の中の蛙、大海を知る 



の中で、多種多様な体験学習の大

切さを改めて感じました。同時に、いず

れ駒中に進む井の中の子どもたちの

絆作りにもなったと思いました。 

 

  

 日本の教育の成果を考えるとき、

よく引き合いに出されるのが国際

比較調査です。ここ数年どの結果

も散々たるものですが、特にきつ

いのは「ユニセフの幸福度調査」

で、健康は１位なのに、心の幸福

度は 38 カ国中なんと 37 位…原因

として、手のかけすぎが挙げられ

ていました。つまり手をかけない

と学べない子どもが育っている？ 

  
４日(日)、「おとふけ『教育を考

える日』記念フェスタ」に全校で

参加しました。本校は、「西中豊作

御礼太鼓」を披露し、会場に花を

添えさせていただきました。運動

会以来でしたが、短い練習時間で

勘を取り戻し、息の合った迫力満

点の演奏をすることができました。

彼らにとって、二度目の晴れ舞台

でした。 

本校で

は、子ど

もたちの

主体性を

育てるために、日頃からできるだ

け手をかけない教育を心掛けてい

ます。学校評価では 87.5％の子が

自分の良さを自覚していましたが、

幸福度について実際のところどう

なのか、正直自信がありません。

でも、教職員の想像力を刺激し、

更なる教育の深化と進化を促し、

学校の真価を発揮していきたいと

強く思いました。 

 

 

 世の中には、いろんな分野にい

ろんなスペシャリストが存在し、

それぞれの場所で活躍しています。 

 13 日(火)、大谷短期大学から石

井先生を講師にお招きし、全校で

体育の授業を受けました。先生の

ご専門は身体教育学で、体力と健

康について研究されていらっしゃ

るとのこと。授業では、簡単なゲ

ームや遊びを通して、座ったり寝

転んだりジャンプしたり、はたま

た止まったり全力で走ったりなど

など、様々な運動をすることがで

きました。子どもたちは、見る見

る汗ばみ肩で息をしていましたが、

その表情は楽しさに溢れていまし

た。あっという間の 45 分間、すば

らしい授業でした。 

 

 

 私たち

は、オギ

ャと生ま

れた時か

ら、親を

始めいろんな人のお世話になって

大きくなりました。 

 15 日(木)、町の音更生活センタ

ーから大渕先生を講師にお招きし、

高学年の皆が、消費者について学

びました。自分が消費者であるこ

と、消費には契約が伴い、トラブ

ルになることもあるということな

どを中心に、社会のルールを詳し

く学ぶことができました。 

 

 

 日本で筆記用

具といえば、鉛筆、

ボールペン、万年

筆そして筆です。

中国から伝わった

書は日本で定着し

発展しました。 

 21 日(水)、野坂先生を講師にお

招きして、毛筆教室が行われまし

た。子どもたちはこの授業を楽し

みにしていました。みんな半紙に

のびのびと書を描いていました。  

やはり餅は餅屋ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先日、文化

部の皆 さん

が、沢山のベ

ルマークの整

理をして下さ

いました。ま

た、厚生部の皆さんは、極寒の夜を徹

してスケートリンク造成に取り組ん

でいただいています。本当にありがと

うございます。心から感謝しています。 

 

 

87 日間の二学期が終わります。子

どもたちは、コロナ禍を受け入れなが

ら、更に成長しました。「成長」とは変

化を受け入れることです。彼らのあり

のままの変化を、ご家庭で受け止めて

いただけたらと思います。24 日(土)か

ら 24 日間の冬休みです。年末年始、

何かとご多用の事とは存じますが、お

子さんと過ごす時間を大切にしなが

ら静かに年を越し、ご家族全員笑顔で

新年を迎えられますように！メリクリ！ 

皆様、どうぞ良いお年をお迎え下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育を考えるとは？ 

 

01 日(木) ㊗元旦 

09 日(月) ㊗成人の日 

10 日(火) 学習サポート① 

     スケート教室① 

11 日(水) 学習サポート② 

     スケート教室② 

16 日(月) 冬休み最終日 

17 日(火) 始業式 

     職員会議 

18 日(水) 冬休み作品展(～25 日) 

23 日(月) 全校朝会 

24 日(火) 町校長会議 

     町教頭会議 

25 日(水) 授業参観日 

     冬休み作品発表会 

26 日(木) 校内研修日 

30 日(月) 校下スケート大会 

31 日(火) スケート大会予備 

筆記用具といえば 

あしビ～～ムでジャンプ！ 

活躍する西中音小っ子 

消費生活センター 

 

第 32 回十勝・日高児童版画コンクール 
金賞：竹中さくら(6) 

銀賞：竹中ゆり(4) 田辺雄太(5) 大友美空(6)  

嶋貫華奈(6) 長岡蓮(6) 

第 30 回北海道陸上競技フェス帯広大会 
走幅跳 3 位 長岡 蓮(6) 

４年女子 800ｍ 5 位  竹中ゆり(4) 

６年女子 800ｍ 5 位  竹中さくら(6) 

第 64 回とかち子ども大会 
入選：絵画 熊谷秋信(3) 菊池悠奈(4) 

家族の似顔絵コンクール 
入選：熊谷優李(1) 有賀心虹(4)  

竹中さくら(6) 

嶋貫歩奈(4) 

市長杯争奪道東少年団交流大会 

小 4 年 500ｍ：7 位 1000ｍ：7 位 

世界 Jr 記念北海道小中スケート競技会 

小 4 年 500ｍ：4 位 1000ｍ：5 位 

2023年 1月の主な予定 

お 知 ら せ 

12 月 29 日～１月 5 日は学校閉庁日

です。緊急時には 0155‐42‐2111 教育

委員会へご連絡をお願いします。 

スケートリンク造成の様子が、日本

テレビの取材を受けました。番組は、

毎週土曜 PM9:00 から放送の「１億

3000 万人の SHOW チャンネル」で

す。日程がわかり次第、マチコミ等で

お知らせしますので、お楽しみに！ 

有り難うございました！ 

PTA活動に感謝！感謝！ 



 

 


