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充実した文化祭でした

平成２１年１１月１３日発行
紫雲寺小学校長

小林 幹雄

二王子や飯豊の山々が白く見える季節になり，玄関前のもみじが深紅からあざやかなオレン
ジ色に染まりました。先の日曜日に冬囲いの作業が行われ，３０名近くの皆様から力を貸して
戴きました。玄関前のツツジの植え込みも本職の方にお願いしたかのように竹の枝で覆われ雪
への備えができました。ほんとうにありがとうございました。
さて，先月１８日の文化祭には大勢の皆様からお出でいただきありがとうございました。
作品鑑賞，音楽発表，講演会と盛りだくさんの内容でしたが，子どもたちもたくさんの文化に
ふれるよい機会となったことと思います。
一筆一筆ていねいに描かれた絵。同じように見えても，それぞれにその子なりの思いが込め
られています。ファミリーでの観賞で友達からたくさんの良いところを見つけてもらったよう
です。３，４年生，「スターウォーズ」「歌よ ありがとう」の音楽発表。聞き慣れた勇ましい
メロディーが体育館に広がったとき，リコーダーや鍵盤ハーモニカでこんなに上手に演奏でき
るんだなぁと感心しました。継続して練習することの大切さやみんなで心を一つにすることの
素晴らしさを改めて感じました。また，６年生の「干拓太鼓」は，今回で３回目の披露でした
が，回を重ねる毎に，迫力が感じられるようになってきました。自信をもって演奏しています。
それが，力強さにつながっているのだと思います。芸能祭でも素晴らしい演奏を披露してくれ
ることを期待しています。
午後からは，アルビレックス新潟のサッカースクールコーチ 藤巻藍子様より講演をいただ
きました。自らの経験をもとに，夢をもち，努力することの大切さについてお話をいただきま
した。その後，ゲームやミニサッカーを行ったのですが，さり気ないボールさばきの中に，し
っかりした基礎と無駄のない動きが見て取れ，トップレベルの選手はさすがだなぁと納得しま
した。
当日の午後には，学校評議員会が開催され，評議員の皆様から，作品や子どもたちの様子に
ついて，うれしい言葉をいただきました。
○ 子どもたちの絵が素晴らしい。雨模様の天気だったが，絵を見て気持ちが明るくなった。
明るい色づかいで，楽しい絵が多かった。
○ 演奏している時の真剣な顔が良かった。普段とは違う面を見ることができたので良かっ
た。
○ 通学で横断歩道を渡るとき，停車すると先頭の班長さんと，最後の副班長さんが挨拶を
してとてもいい。朝から気分がよくなる。
また，干拓太鼓を紫小の伝統としてこれからもつながるようにしてほしい。今後もグラウン
ドの改修については継続して要望していってほしい。生活リズムを整えるのは難しいが，テレ
ビやゲームで早寝早起きができないのは問題だ。これからも継続して取り組んでいくとよい等
々のご意見もいただきました。いただいた言葉を励みにし，今後の教育活動に生かしていきた
いと思います。
インフルエンザの再来で，４年生に続き，３年生も学年閉鎖となりました。まだまだ油断で
きません。休んだ分の授業時間をどう確保するか検討中です。授業日や時間割に若干の変更が
出るかと思います。ご理解の上ご協力をお願いします。新型インフルエンザはまだまだ蔓延し
そうです。皆様も感染防止に努めお体を大切にお過ごしください。
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先日の文化祭では、保護者の皆さまから多数ご来校いただき、ありがとうございました。皆様から作
品を見ていただいたり、一緒に講演を聞いたりと、子どもたちにとっては、充実した活動になったこと
と思います。ここでは、当日の様子を振り返ることとします。

この集会では、各学年の代表の人から、作品の紹介をしてもらいまし
た。どの作品も個性あふれる素晴らしいものばかりでしたが、それにも
まして、堂々と発表する姿がとても立派でした。
頑張ったという思いがあるからこそ、自信をもって発表できたのだと
思います。
文化祭集会パートⅠ

今年度の作品鑑賞は、昨年同様、ファミリーごとにお互いの作品を鑑賞し合
いました。自分の作品の前で、自分の作品について紹介し、それを聞いていた
人が、よかったと思う点についてカードにまとめたのです。どの子も、自分の
作品のよさを認めてもらい、うれしそうにしていました。
また、進行は６年生がしてくれたのですが、さすがは６年生、みんなの様子
を見ながら上手に進めることができました。紫雲寺小学校では、これからも、
お互いのよさを認め合い、お互いを尊重し合えるような人間関係の育成に努め
ます。
文化祭集会パートⅡ
この集会は、音楽集会です。全校で「も
み じ 」 を 合 唱 し た 後 、 3・ 4年 生 が 合 唱 と
合奏を披露してくれました 。 3・4年生は 、
授業時間はもちろん、朝の会や昼休みを使
って熱心に練習してきました。その甲斐あ
って、とても素晴らしい曲に仕上がってい
ました。
そして、この集会の最後は6年生による「干拓太鼓」です。もう何度も発
表の経験があるだけに、演奏する姿にも貫禄が出てきました。
今回も、迫力ある演奏が体育館に響いていました。
ファミリー作品鑑賞
ファミリー作品鑑賞

この集会では、アルビレックス新潟より講師として藤巻
藍 子 様 を お呼 び し 、「 ス ポー ツ で 育 む 心 と 体 」 と い う 演
題で講演していただきました。夢を持つこと、そして、
夢 をあきら めないこと の大切さを、自分の経験をもとに話してください
ました。講演を聞いた6年生の感想をご紹介します。
「 私は、藤 巻さんみた いに夢をもち、あきらめないで夢を追いかけてい
きたいなと思いました 。」
「夢を持とう！と思いました。本当の夢がいつか見つかるといいなと思います 。」
（教務主任：佐久間誠一）
文化祭集会パートⅢ
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たくさんのご声援
たくさんのご声援ありがとうございました
声援ありがとうございました！
ありがとうございました！
延期になっていた持久走記録会が１０月２３日（金）に秋晴れの清々しい天気の中行われました。お忙しい中、お家
の方や地域の方々など多くの皆様には温かい声援を送って頂きましてありがとうございました。子どもたちは、その応
援を力に精一杯走りきることができました。新記録を狙っていた子、１つでも上の順位を目指した子、自分のタイムを
縮めようと努力した子、ジャストタイム賞を目指してペースを守って走った子など、子どもたちは自分のめあてを持っ
て取り組みました。
平成２１年度
競争の部

低学年
１０００ｍ
１０００ ｍ

大会記録

２年（H１９）

畠

４‘４４

中学年

４年（H２０）

高学年

６年（H１８）

１７００ｍ
１７００ ｍ

２４００ｍ
２４００ ｍ

学年
３年
４年
５年
６年

渡邊

６‘４３
鹿野

１位
２年

２位
１年

持久走記録会

３位
２年

４位
１年

５位
１年

入賞者一覧

６位
２年

７位 ８位 ９位
１年 ２年 １年
中村
高橋
渥美
梅川
丸山
板垣
池田 山﨑 山中
５‘０３ ５‘０８ ５‘１３ ５‘１６ ５‘１７ ５‘２６ ５‘２９ ５‘３２ ５‘３３
４年 ３年 ３年 ４年 ４年 ４年 ４年 ４年 ３年
畠
渡邊
坂井
原
午腸
橋本
坂井
樺澤
八木
６‘４５ ６‘５２ ７‘１５ ７‘２９ ７‘３０ ７‘３７ ７‘４２ ７‘４７ ７‘４８
６年 ５年 ６年 ５年 ６年 ５年 ６年 ６年 ５年
橋本
渡邊
山鳥
山﨑
井畑
吉田
井上
大和 花野

１０位
１０ 位
１年
渡邊
５‘３４
４年
丸山

７‘５０

５年
花野

７‘５８ ８‘１９ ８‘２２ ８‘２４ ８‘２８ ８‘３５ ８‘４９ ８‘５６ ９‘０２ ９‘１４ ９‘２４

氏名
坂井
石井
杉林
井畑
中村

申告タイム
申告 タイム
７‘１０
８‘２０
９‘３２
８‘４０
９‘４０
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（体育主任：南 千鶴）

学校評議員会を開催しました

◇◇◇

巻頭言にお載せしたご意見以外には、次のようなご意見をいただきました。ありがとうございました。学校関係者の
皆様による学校評価の一つとしても真摯に受け止めてまいります。
○ 普段の学校の様子を見ていると、本当に一人一人大切にされているのがよくわかる。しかし、アンケート結果では
自己肯定感の低い子もいて気になる。今後も「あなたが大好き」という気持ちを伝えていくことが大切だと思う。
○ 小学校で人間関係作りの基礎を培いたい（自分の子、３人を見ていると特に）。やはり、一人一人を大切にするこ
とが大事だと思う。
○ 子どもは大人の言葉で育つ（自分自身の失敗から）。平等な目で見ていきたい。例えば、「問題児」等の言葉は子ど
もの前では使うべきではないと思った。
○ 今は、文字でのやり取りが目立ち（メールなど）、本当に言葉（話すこと）は大事だと思う。
○ （言葉）と同時に、家族の中で社会性は育つと思う。家族は大事である。
○ 体力テストの結果を見ると子どもたちは一生懸命がんばっているのが伝わる。
○ 「やれば（教えれば）できる子たち」である。通学途中で庭先の花や鉢をいたずらする子がいるが、悪気はないよ
うなので学校で教えてほしい。
○ マスコミなどでも報じられているが、先生方は本当に大変。ご苦労様。
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☆☆☆諸行事中止
☆☆☆諸行事中止のおしらせ
諸行事中止のおしらせ☆☆☆
のおしらせ☆☆☆
皆様もご存じの通り、新型インフルエンザによ
る休校・学年閉鎖・学級閉鎖等の措置をとらざる
を得ない小中学校が全国で続出しております。新
発田市小・中学校も例外ではなく、１０月から今
月にかけて一気に感染者が増加しました。また、
現在もおさまる気配はなく、今後も予断を許さな
い状況だと考えられます。
そのような状況を総合的に判断して、次の２つ
の行事が中止となりましたのでお知らせします。
◇１１／１８の音楽交歓会（３・４年生参加予定）
◇１２／ ２の教育鑑賞会（上学年鑑賞予定）
参加、鑑賞を楽しみにしていた子どもたちには、
本当に申し訳ない思いですが、健康・安全を第一
に考えた措置です。
皆様のご理解をお願いいたします。

＜＜冬囲い作業を行っていただきました＞＞

ＰＴＡ環境部主催による冬囲い作業が１１／８（日）
に行われました。昨冬は、初積雪は早かったものの、ど
ちらかと言えば暖冬少雪でした
が、この冬はどうでしょうか？
いずれにしても、これで樹木
の冬の備えは万全です。
ご協力いただいた皆様、寒い
中、本当にありがとうございま
した。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
☆☆☆お知らせ☆☆☆

１１月から「学校支援ボランティア」として、伊東美
和子先生に来ていただけることになりました。
伊東先生は、地元の方です。ご存じの方も多くいらっ
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ しゃることと思います。ＴＴ指導や個別指導を中心にご
＜＜就学時健診を行いました＞＞
活躍いただきます。よろしくお願いいたします。
１１／９（月）に就学時健診を行いました。現時点では ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
２２年度新入生は２８名の予定です。
先月号で、お伝えしました、インフルエンザ等による
５ヶ月後には入学式です。元気な笑顔で入学してくるこ 休校などの措置によって削減された授業時数の回復につ
とを願っております。
いて、以下のように検討中です。決定次第、改めて便り
で詳しくお示しします。
◇ ３年生以上の５限の日は、可能な限り６限まで授業
１１月
１１月の予定
を行う。
１６日（月） 振替休業
◇ 学期末の短縮授業期間を短くする。
２０日（金） クラブ活動（最終）
◇ 冬休みを短縮し（１２／２６～）、かつ、終業式
全校漢字テスト
まで給食有りとし、２５日午後まで授業を行う。
２１日（土） フリー参観日 地区芸能祭
◇ ３学期初日から平常授業（給食有り）とする。
２３日（月） 勤労感謝の日
２４日（火） 個別懇談会予備日
２５日（水）～２７日（金）
個別懇談会
＊１～４年は４限給食放課、５・
６年は平常授業（休校措置等に
よる授業時数回復のため）

５・６年生の５・６限の授業は、級外職員で行いま
す。個別懇談会場を自教室以外で行うなど、保護者の
皆様にはご迷惑をおかけすることと存じますが、ご理
解をいただくようお願いします。

１２月
１２月の予定
１日（火）
２日（水）

３日（木）
４日（金）
７日（月）
１０日（木）

１１日（金）

２５日（金）
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全校朝会
個別懇談予備日
全校計算テスト
ファミプレ
委員会
口座振替日
児童集会
全校漢字テスト
冬の交通事故防止運動
～２０日（日）
２４日の終業式
を変更予定です。
第２学期終業式

