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学校には季節感がやや足りない、と感
じることがあります。
もちろん、学校自体は学習や社会性を
身に付けることを第一義としています
ので、過剰な季節感は不要です。また、
季節感を利用して消費行動に結び付け
るようなことも、不要なのです。ただ、
あまりにも季節感の無いのも困りもの
です。

そこで、１０月は、児童玄関前に小さ
なハロウィンの飾りをしてみました。子
どもたちは、すぐに気付いてくれまし
た。当たり前ですが、３日もすると慣れ
てしまい、誰も何も言わなくなります。
毎日変化させるような過剰な演出は禁
物ですし、本来業務でもないので、それ
はそれで良しとしていました。１０月末
にハロウィンの飾りはしまい、次は何に
するか考えていました。
１１月初、世間では、クリスマス・イ
ルミネーションの点灯式の話題が報じ
られました。他に先駆けて行うのは、話
題性と消費行動の誘発という意図があ

茂呂 良彦

るようです。学校
では、そこまで早
くツリーを出す
事もありません。
しかし、念のた
め、職員にツリー
の存在を確認し
たところ、紫雲寺
小学校にはあり
ません、というこ
とでした。
紫雲寺小学校
にも、クリスマス
ツリーがあると
いいなぁと思っ
ていました。そこ
で、知力・体力・
時の運をフル活
用して写真のよ
うなクリスマス
ツリーを入手しました。児童玄関に、飾
る予定です。
大人の通勤は、
車での移動がほとんど
だと思います。私も車で通勤していま
す。車に乗っていると、季節の変化を肌
で感じる感覚が少し鈍ります。子どもた
ちが朝、登校する時の寒さは、１０月中
旬から日によって違いはあれ、厳しくな
っています。ついポケットに手を入れて
歩きたくなるのも分かる気がします。手
袋をもたせていただき、安全な登校にな
るように、お願いします。
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９月２８日 ３年生豆腐づくり
新発田市が実施している「食とみどりの新発
田っ子プラン」の取組の一環で、３年生が豆腐
づくりをしました。
その様子が、１０月１６日付けの新潟日報で
報じられました。

１０月１日 ＰＴＡ窓拭き
ＰＴＡ環境部の事業で、親子ガラス拭きが行
われました。
当日は、第１ホールいっぱいに子どもたちと
おうちの方が集まってくださって、その後、作
業になりました。お陰様で、窓が大変きれいに
なりました。ありがとうございました。

１０月６日 持久走大会
当初の予定は５日だったのですが、雨模様
になり、延期をして６日に実施しました。判
断が遅くなり、応援に来てくださった方には
申し訳ありませんでした。
当日は、どの子も、練習の成果を発揮しよ
うと、精一杯走っていました。走り終えた子
どもたちの顔つきが、一段とたのもしく見え
ました。

１０月６日 おわかれと着任
持久走大会と同じ日、小林真知子養護教諭が産休に入るた
め離任をし、髙橋やい子養護助教諭が着任しました。
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１０月１２日 ファミリープレイ
ファミリーで育てていたプランターの花も終わりを迎
えたので、３～６年生で植え替えを行いました。毎回感
じることではありますが、紫雲寺小学校の子どもたちは、
作業をいとわず、一生懸命にやります。この面も、素晴
らしい一面です。

１０月１９日 れんぎょう茶贈呈
れん ぎょう

「紫雲寺 連 翹 茶研究会」から、れんぎょう茶を一人
一袋ずついただきました。今年度は、飲むことでイン
フルエンザなどの予防に役立てて欲しいというお知ら
せをいただいています。アンケートは、２月頃に再度
お届けする予定です。早めに取りかかり、継続して飲
むことが大切だそうです。
贈呈の模様は、１９日のＮＳＴのニュースで放映さ
れました。また、１１月１日付けの新潟日報の１４面
にも掲載されました。

１０月２６日 １年生研究授業
１年生の研究授業の様子です。今年度紫雲寺小学校
では、国語の説明文を中心に研修を進めています。ど
のような仕掛けをしたら、子どもたちが意欲的に学び
に取組むかを研修内容の一つにしています。
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１１・１２月の予定
生活目標 なかよしの輪を広げよう。
ピースメソッド活動行事 ファミリープレータイム
日

曜

15 日 (水)
16 日 (木)

予定

下校予定時刻

５年校外学習、４年体育（とらい夢）、干拓太 １・２年 15:10

３～６年 16:00

鼓引継会
本の読み聞かせ（３年）、教育委員会訪問

全学年 14:50

全校５校時で下校

17 日 (金) ファミリープレー、クラブ６校時（３年見学） １・２年 15:10
20 日 (月) フッ化物洗口、１～２年体育（とらい夢）
全学年 15:10
21 日 (火) ３年校外学習、５年体育（とらい夢）
１～３年 14:50

３～６年 16:10

22 日 (水) 市立図書館読み聞かせ２～４校時
23 日 (木) 勤労感謝の日

１・２年 15:10

３～６年 16:00

24 日 (金) 委員会活動６校時

１～４年 15:10

５・６年 16:00

フッ化物洗口、３年総合学習福祉体験、5・6 年 １～３年 15:10

４～６年 16:00

27 日 (月)

いじめ見逃しゼロスクール集会、干拓太鼓練習

28 日 (火) 午前４時間授業、個別懇談①13:45

全学年 13:20

29 日 (水) 午前４時間授業、英語活動、個別懇談②13:45

全学年 13:20

30 日 (木)
１日

４～６年 15:40

午前４時間授業、４年読み聞かせ、個別懇談③ 全学年 13:20
13:45

(金) 個別懇談④予備日 13:45

全学年 13:20

フッ化物洗口、全校朝会、地区子ども会５校時、 全学年 15:10
４日

(月) 集団下校（れんぎょうパトロール隊の方と冬道
で下校）

５日

(火) 冬道登下校開始（～３／２）

１～３年 14:50

４～６年 15:40

６日

(水) ファミリーラリー

１・２年 15:10

３～６年 16:00

７日

(木) ５年読み聞かせ

１年 14:50

８日

(金) 期末大清掃①、クラブ最終

１～３年 15:10

４～６年 16:10

フッ化物洗口、児童朝会、期末大清掃②、干拓 １～３年 15:10

４～６年 16:00

11 日 (月)

２～６年 15:40

太鼓練習

12 日 (火)

１～３年 14:50

４～６年 15:40

13 日 (水) 期末大清掃②

１・２年 15:10

３～６年 16:00

14 日 (木) ６年読み聞かせ

１年 14:50

15 日 (金) 期末大清掃③、委員会活動

１～４年 15:10

５・６年 16:00

18 日 (月) フッ化物洗口、干拓太鼓練習

１～３年 15:10

４～６年 16:00

19 日 (火)

１～３年 14:50

４～６年 15:40

20 日 (水) 全校５時間授業

全学年 15:10

21 日 (木) 全校４時間、給食最終

全学年 13:40

２～６年 15:40

22 日 (金) ２学期終業式、午前３時間授業
全学年 11:30
※ 予定は、変更になることがあります。
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