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学校だより

ともにのびよう
平成２９年１０月２日
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教師五者たれ
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「教師
ます。

一
二
三
四
五

五者たれ」という言葉があり

学者たれ
役者たれ
易者たれ
芸者たれ
医者たれ

五者とは、以上のような者を指すと言
われています。
学者たれとは、学者のように豊かな知
識をもち、指導する内容とその背景を理
解していることが重要であるというこ
とです。
役者たれとは、子どもの前では時には
自分以外の者に成りきって演技をする
ことが重要であるということです。
易者たれとは、その子の将来を見通し
て、今、何が必要であるか、何をしなけ

茂呂

良彦

ればならないかを伝えることが重要で
あるということです。
芸者たれとは、子どもを惹き付ける術
を身に付けることが重要であるという
ことです。
医者たれとは、子ども一人一人の性質
や性格を見抜き、それぞれに応じた手立
てを打てることが重要だということで
す。
どの「者」も重要ですが、すべての教
師が、すべての「者」に秀でることがで
きるわけではないのです。ただ、努力を
惜しんではいけないのだと、私は考えて
います。
紫雲寺小学校の職員は、それぞれ得意
の「者」をもっています。得意の「者」
をそれぞれが出し合い、子どもたちの力
を高めているところです。

お子さんのことで心配なことがあったら
２学期のテーマを「協力する２学期」にしたことは、「ともにのびよう」（９月１日
号）でお知らせしました。校長講話の中で、困ったことやつらいことがあったら、先生
や友達に伝えよう、ということと、友達に相談されたら先生やおうちの方に伝えよう、
と言うことも話しました。大人につなぐということがとても重要なことなのです。「協
力する」には、こんな場面もあるのです。
さて、お子さんのことで心配なことや困っていること、悩んでいることがあったら、
内容の程度にかかわらず、学校に相談してください。担任はもちろん、養護教諭、大森
教務主任、飯塚教頭、茂呂校長など、相談をお受けできる職員がたくさんいます。御遠
慮なさらずにどうぞ。
＜紫雲寺小学校 ＴＥＬ：４１－２０２２＞
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９月８日

平成２９年１０月２日

Ｊアラート対応訓練

学校にいるときにＪアラートが発令された、
という想定で、訓練を行いました。校舎外にい
る人は、全力で校舎内に入ること。校舎内では、
姿勢を低くして、頭をカバーすることを練習し
ました。

９月１１日

上学年鑑賞教室

４・５・６年生が鑑賞教室に出掛けました。
会場の市民文化会館で、「笑う猫」による、ミ
ュージカル・パフォーマンス「スクラップ」を
鑑賞してきました。体験型の音楽パフォーマン
スだったので、実際にステージに上がって楽器
を演奏させてもらった児童もいました。

９月１４日

ファミリー遠足

全校が１６の班（ファミリー）に分かれて、
自分たちでコースを決め、歩きながらチェッ
クポイントである市内の「魅力」を巡りまし
た。新発田市街の「旧い魅力」と、「新しい
魅力」とを巡りました。
右の写真は、ゴールの城址公園での様子で
す。
新発田駅前イクネス

蕗谷虹児記念館
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市役所ヨリネス

９月２１日

吉原写真館

陸上大会激励会

２９日に開催されることになった陸上大会の
激励会を行いました。５年生が中心になって、
全校で６年生にエールを送りました。６年生か
らは、種目ごとに決意表明がありました。

平成２９年度学校評議員
の皆様を御紹介します

小林養護教諭の産休と
代替職員の紹介

学校評議員制度は、開かれた学校づくりを進めていくた

１０月１０日から小林 真知子

めの制度です。学校が家庭や地域と連携・協力・融合しな

養護教諭が産休に入ります。引継

がら、子どもたちの健やかな成長を図っていくためのもの

ぎを含めて、１０月６日に代替職

です。学校評議員の方からは、日頃から学校の様子を見て

員として髙橋 やい子 養護助教

いただくとともに、年２回の学校評議員会で、学校運営に

諭が着任します。髙橋 やい子 養

ついて御意見をいただきます。

護助教諭は、天王小学校や松浦小
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学校など市内小学校での勤務経
験もあり、経験豊富な方です。小
林養護教諭同様、よろしくお願い
いたします。
６日に着任式を行い、子どもた
ちに紹介する予定です。
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１０月の予定
生活目標 きまりを守って生活しよう。
ピースメソッド活動行事 文化祭
日

曜

予定

下校予定時刻

１日

(日) ＰＴＡ親子窓拭き作業 7:00～8:00

全学年 8:00

２日

(月) フッ化物洗口、Ｗｅｂ問題実施週間

全学年 15:10

３日

(火) なかよし交流会（まなび学級）

１～３年 14:50

４～６年 15:40

４日

(水) 持久走大会３・４校時、市内科学研究発表会

１・２年 15:10

３～６年 16:00

５日

(木) 読み聞かせ(3 年)

１年 14:50

６日

(金)

７日

(土)

８日

(日)

９日

(月) 体育の日

２～６年 15:40

全校朝会、持久走大会予備日、委員会活動(5・6 １～４年 15:10

５・６年 16:00

年)

１～３年 14:50

４～６年 15:40

11 日 (水) ６年食育授業、英語活動

１・２年 15:10

３～６年 16:00

12 日 (木) 読み聞かせ(4 年) 、ファミリープレー

１～３年 14:50

４～６年 15:40

歯科検診、ブラッシング指導(1・4 年)、歯科講話(2 １～４年 15:10

５・６年 16:00

10 日 (火)

13 日 (金)

フッ化物洗口、紫小パワーアップ週間、クラブ活動
口座振替日

年)、委員会活動(5・6 年)

14 日 (土)
15 日 (日)
16 日 (月) フッ化物洗口

全学年 15:10

17 日 (火) 児童朝会、まなび学級校外学習

１～３年 14:50

４～６年 15:40

18 日 (水)

１・２年 15:10

３～６年 16:00

19 日 (木) 読み聞かせ(5 年)

１年 14:50

20 日 (金) 文化祭前日準備

１～４年 14:10

２～６年 15:40
５・６年 15:40

21 日 (土)
22 日 (日) 文化祭・お弁当の日

全学年 12:45

23 日 (月) 振替休業日
24 日 (火) フッ化物洗口、朝清掃、３年校外学習

１～３年 14:50

４～６年 15:40

25 日 (水) 英語活動、学校評議員会

１・２年 15:10

３～６年 16:00

26 日 (木) 読み聞かせ(6 年)

１年 14:50

27 日 (金) 朝清掃、就学時健診（５年生補助）

２～６年 15:40

１～４・６年 12:45
５年 15:30

28 日 (土)
29 日 (日)
30 日 (月) フッ化物洗口

全学年 15:10

31 日 (火) ２年校外学習
１～３年 14:50 ４～６年 15:40
※ 予定は、変更になることがあります。
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