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４月の予定
２１日（水） 口座振替
２２日（木） ファミリー顔合わせ
２３日（金） 学習参観日・ＰＴＡ総会・学年懇談会・専門部会
ＰＴＡ親睦会（１８：３０〜 於：多奈可や）
２６日（月） 家庭訪問１日目（短縮４限）
２７日（火） 家庭訪問予備日・尿検査
２８日（水） 家庭訪問２日目（短縮４限）
２９日（木） 昭和の日
３０日（水） 家庭訪問３日目（短縮４限）
＜入学式の様子＞

５月の予定
３日（月）
４日（火）
５日（水）
６日（木）
７日（金）
１０日（月）
１１日（火）
１２日（水）
１３日（木）
１４日（金）
２０日（木）
２１日（金）
２３日（日）
２６日（水）
２７日（木）
２８日（金）

憲法記念日
５連休となります。交通事故防止、
みどりの日
その他、水や火の事故防止等につい
こどもの日
てご家庭でもお声掛けください。
全校朝会・ファミリー清掃開始
クラブ・口座振替
家庭訪問予備日（４年のみ）
児童朝会
内科検診（４〜６年）・交通安全教室
内科検診（１〜３年）
委員会活動・眼科検診
ファミプレ
寄生虫卵検査
運動会
＊２４日（月）運動会振替休業日
耳鼻科検診（１・３・５年）
避難訓練・短縮４限（市小教研のため）
クラブ
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新発田市立紫雲寺小学校
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平成２２年４月１４日

紫小１８８名のスタートです
紫雲寺小学校長

小林

幹雄

紫雲寺に真っ先に本格的な春の訪れを告げるレンギョウが今が盛りと咲いています。
桜のつぼみもふくらみはじめ，春爛漫の季節はもうすぐです。
去る７日の入学式で２８名の一年生が仲間入りし，全校児童１８８名で紫雲寺小学校の平成２２年
度がスタートしました。入学式では一年生と，「あいさつをする」「先生の話をよく聞く」「交通事故
に気をつける」の三つの約束をしました。児童玄関で朝のあいさつをとても元気よくしてくれていま
す。きっと，話の聞き方や交通安全にも十分気をつけていると思います。
始業式では，今年大切にしてほしいこととして，「めあてをもつこと」と「がまんをすること」「友
達と仲良くすること」の三つの話をしました。
新しい学年になって，くつ箱や教室，全校朝会の並ぶ場所など，環境が変わりました。子どもたち
にとって，４月は一年のうちで一番気持ちの切り替えができるときです。きっと始業式当日は多くの
子どもたちが，「今年はこんな風にしたいな」
「こんなことができるといいな」と期待感をもって登校
してきたと思います。この気持ちをもとに，今年頑張ること，挑戦したいことなど，めあてをもって
取り組んでいってほしいと思います。お子さんがどんな目当てをもったか聞いてみてください。そし
て，目当てにたどり着けるように応援してあげてください。
めあてを達成するためには，これまでとは違うことをしなければなりません。強い心が必要です。
強い心とは，弱い自分に負けない「がまん」ができる心です。人の心は弱いものです。いつでも，
「そ
んなにしなくてもいいよ。やめれば楽だよ」と，もう一人の自分がささやいています。それに負けな
いためには，「がまん」が必要です。お家でも，小さなことでもいいでのす。「がまん」ができたら大
いに誉めてあげてください。大きな「がまん」につながります。
友達ができなかったり，些細なことでけんかになったり，人とのかかわりがうまくできない子ども
が増えていると言われています。人は必ず人とかかわって生きていきます。人との関係をうまく作る
力はとても大切です。学校ではこの力を高めるために異学年集団によるファミリー活動を大切にして
います。１年 〜 ６年生まで一年間同じグループで，清掃をはじめ，遊びや遠足などの活動をしてい
きます。リーダーのあり方や協力し合うこと，他を思いやる心を育てていきます。ファミリー活動や
学級，地域で「友達と仲良くすること」を大切にして過ごしてほしいと思います。
先回の卒業式と入学式には，日頃お世話になっている「れんぎょうパトロール隊」の方々にもご出
席いただき，子どもたちの晴れ姿を祝福していただきました。ありがとうございました。今年度も子
どもたちの安全と成長を見守っていただきたいと思います。
外で遊ぶにはまだ少し寒いですが，子どもたちは元気いっぱい，一輪車や鬼ごっこに夢中です。今
年も紫雲寺小学校の児童の健やかな成長のために，職員一同全力で取り組んでいきます。保護者の皆
様，地域の皆様からのご理解，ご支援，ご協力をよろしくお願いします。
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＜おせわになりました＞

＜教頭：渡邉

＜教諭：岡村

＜教諭：立川

芳久＞

「お世話になりました」
レンギョウの鮮やかな黄色が光り輝く春。この度、魚沼市立井口小学校
に異動することになりました。紫雲寺の皆様には、大変お世話になり、あ
りがとうございました。
紫雲寺の皆様は、大変に心温かな方ばかりでした。お陰で、じっくりと
教育に取り組むことができたように思います。赴任先でも、紫雲寺で学ん
だことを生かし、がんばる所存です。
お世話になりました。

京子＞

れんぎょうの花言葉は「希望」。緊張し不安を抱えた着任早々の私たち
を、その、れんぎょうの花と元気いっぱいで素直な子どもたちが迎えてく
れたことを懐かしく思い出していました。
地域や保護者の皆様からも、地区探検や夏野菜カレー作りなどにボラン
ティアとして駆けつけていただいたり、聞き取り活動には、丁寧に説明し
ていただいたり、音読や自主学習の様子を記入して伝えていただいたり、
温かく支えていただき、楽しく充実した四年間を過ごすことができました。
本当にお世話になりました。

徹也＞

オリンピックで、浅田選手がインタビューに「長かったようで短かった
です。」と答えていました。私も今、同じ気持ちです。４年生の担任とし
ての１年間、研究主任としての２年間。子どもたちにとって、今必要なこ
とは何かを考え、動き続けた３年間でした。そんな充実した時間を過ごせ
たのも、少しはめをはずしすぎることはあるけれど、本当にやさしい素直
な心を持った子どもたちに出会えたからです。
新任地においても、紫雲寺に勤務した誇りを胸に頑張りたいと思います。
本当にありがとうございました。
５年間お世話になりました。
普段は調理場勤務のため、子どもたちの声が聞こえないのはとても寂し
いことでしたが、その分、学校で子どもたちの笑顔に会えた時はとてもう
れしく感じました。
地域の方々に支えられている紫雲寺地区の学校給食。紫雲寺地区の自慢
のひとつにしてもらえたら…そう思っています。
本当にありがとうございました。

＜栄養教諭：安齊香織＞

＜介助員：伊藤三枝＞

学び学級の介助員として２年半お世話になりました。
介助員としてスタートさせていただきましたのも、この紫雲寺小学校が
初めてでした。分からないことばかりでしたが、学び学級の保護者の皆様
をはじめ、先生方や気持ちが優しく元気あふれる子どもたちに支えられ楽
しく幸せな時間を過ごさせていただくことができました。
これからも、紫小の子どもたちが健やかに大きく成長されることを願っ
ています。
本当にありがとうございました。
学び学級の介助員として１年間お世話になりました。
１年という短い時間でしたが、とても充実したすばらしい時間でした。
子どもたちからたくさんのことを学ばせてもらいました。
私は、紫雲寺小学校の子どたちが大好きです。
どこにいても紫小の子どもたちの活躍を応援してます。
本当にありがとうございました。

＜介助員：亀田美江＞
１年間という短い時間ではありましたが、紫雲寺小学校の皆さんと懐か
しい校舎で共に過ごした学校生活はとても楽しく充実していました。
特に、
親しくさせていただいた生徒さんからは様々なことを気付かせてもらいま
した。自分が生徒さんに教えることが全てではなく彼らと同じ感覚を味わ
うことで見えてくるもの、感じ得ることができるものを大切にしながら、
ここで学んだことを忘れずに一日一歩ずつ前進していきたいと思っていま
す。また、いつかお会いできた時に楽しいお話ができることを楽しみにし
＜介助員：伊東みちる＞ ています。
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＜よろしくお願いします＞
＜教頭：加藤 義孝＞

胎内市立柴橋小学校より

伝統ある紫雲寺小学校に勤務できることを大変うれしく思っています。
４月から穏やかで人懐こい子どもたちに囲まれて楽しく勤務させていただいて
います。縦割り班活動（ファミリー活動）を核とする教育活動や干拓太鼓など
伝統を尊重する教育活動が魅力的です。これから、保護者や地域の皆様には、
ご協力とご支援をたくさんいただくことと思いますが、よろしくお願いします。
＜教諭：津島 厚子＞

村上市立平林小学校より

広々とした敷地と大きな校舎。五角形と凝った作りの体育館の窓やいろいろ
と工夫されている校舎から、地域の方々の教育にかける思いを感じました。ま
た、れんぎょうパトロール隊の方々の働きを見て、子どもたちを地域全体で見
ていこうとする姿勢を感じました。微力ではありますが、子どもたち一人一人
を大切にして指導していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
＜教諭：遠山 文子＞ 関川村関小学校より
広々とした前庭、ゆとりある校舎内、恵まれた環境で、元気いっぱい遊
ぶ子どもたち。そして何より、子どもたちのあいさつの良さに
驚かされました。
そんな子どもたちとこれからどんな日々が過ごせるか、とて
も楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。
＜教諭：木暮

雄大＞

新発田市立住吉小学校より

新発田市の住吉小学校よりまいりました。れんぎょうの黄色の花が鮮やかに
咲いている中を通勤できる喜びを感じております。子どもたちとの出会いの中
で、何事にも真剣に前向きに取り組む姿勢が、とても素敵でした。この出会い
を大切にし、かけがえのない日々を子どもたちといっしょに楽しく充実したも
のにしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
＜栄養教諭：齋藤 晃代＞ 新発田市立中浦小学校より
新発田市立中浦小学校から参りました。普段は、紫雲寺小学校から少し離れた
給食調理場に勤務しております。そのため、子どもたちの声が聞こえないので寂
しい気持ちになりますが、給食の時間にはなるべく紫雲寺小学校へお邪魔して、
様子を見させてもらえたらと考えておます。子どもたちのために、安全でおいし
い給食を届けられるようがんばります。どうぞよろしくお願いいたします。
＜介助員：久保由希子＞

新発田市立米子小学校より

すぐ近くの米子保育園よりまいりました。通勤中に紫雲寺小学校の子ど
もたちの姿をよく見かけていて、あいさつがきちんとできる子どもたちだ
なといつも感心していました。これから子どもたちとたくさんの経験をし
てふれ合い、学び、自分自身も成長していけたらと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
＜介助員：服部

琴美＞

新採用

紫雲寺小学校へ向かう道で、れんぎょうの花が陽の光に輝いて
心を和ませてくれます。
この４月、大切なお子さんたちと出会い身の引きしまる
思いでおります。
介助員としてどうぞよろしくお願いいたします。
＜給食運搬パート：川合

一美＞

新採用

はじめまして。４月から給食運搬パートでお世話になること
になりました。給食調理場から運搬されてきたおいしい給食を
紫雲寺小学校の子どもたちに配膳するお仕事です。
子どもたちと献立の感想など会話しながら楽しくお仕事させ
ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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