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学校だより

ともにのびよう
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１０号

し な や か さ も 大 切
校長
紫雲寺小学校校長室の窓のすぐ外に、
竹林が見えます。初めて訪れる方が窓の
外を御覧になると、竹林が見事ですねと
おっしゃいます。実は、この竹林は、紫
雲寺小学校の校地にはなく、お隣の敷地
にあります。いわば「借景」です。
先日、初雪が降ったとき、竹林にも雪
がだいぶ積もりました。竹は、雪の重さ
でしなり、中には地面に先端をこすりつ
けそうなものもありました。しかし、１
本も雪の重さに耐えかねて折れること
はありませんでした。
雪がやんでしばらくすると、気温が上
がり、雪が緩んできました。すると、竹
は、しなりながら雪を落としました。元
と同じような姿に戻ったのです。
御存知のように、竹は「草」とも「木」
とも異なった性質をもっています。植物
学的には、イネ目イネ科タケ亜科ですの
で、稲や小麦、トウモロコシなどが親類
です。この仲間は、茎が中空になってい
て、節があるものが多いのです。竹も、
この性質をもっています。中が空洞にな
っているので、軽くてしなやかさをも
ち、節があることで強さが生まれている
のです。
木は、少々しなりますが、大きくしな
る前に折れてしまいます。枝振りの良い

茂呂

良彦

木であれば、雪の重さに耐えかねて簡単
に折れます。もちろん、竹だって雪の重
さに耐えかねて折れることもあるので
すが、それは大雪の降った時です。しな
やかであることが、実は強さにつながっ
ているわけです。
竹の姿を見ながら、しなやかさも大切
な要素なんだなと、感じていました。こ
のことから、子どもたちにも、大人にも、
良い意味でのしなやかさが大事なのだ
と、考えました。すぐに、炎上するのは、
ちょっとしなやかさが足りないのかも
しれません。

さて、竹の強さのもう一つの要素は、
節があることでした。年の変わり目も、
ひとつの節目です。まもなく、平成３０
年。どうぞ、よいお年をお迎えください。
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４年生研究授業

１０月と１１月は、小学校では研究授業
が集中する時期です。４年生は、教材文「ア
ップとルーズで伝える」でした。研究とし
てスポットライトを当てているものが「学
び合い」なので、写真も子どもたちの学び
合う姿が多くなります。

１１月７日

２年生研究授業

２年生の研究授業は、教材文「しかけカ
ードの作り方」で行われました。
それぞれの学年によって、学習する内容
は違うのです。今回は、「分かりやすく説
明するために、何が、どのように書いてあ
るか」を考えました。

１１月８日

市小学校音楽交歓会

３年生と４年生が、新発田市内の全小
学校が参加する「新発田市小学校音楽交
歓会」で合唱・合奏してきました。合唱
は「いつだって」。合奏は「『名探偵コ
ナン』メインテーマ」でした。９月から
練習を積み重ねてきたので、大変すばら
しいものでした。

１１月１６日

３年生研究授業

３年生の研究授業は、教材文「すがたを
かえる大豆」で行われました。今回の写真
もそうなのですが、友達のノートやワーク
シート、教科書、ホワイトボードに、隣や
前の子どもが手を伸ばしている姿が多いこ
とにお気付きください。
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６年生研究授業

６年生の研究授業は、教
材文「自然に学ぶ暮らし」
で行われました。学び合う
子どもたちの姿が、随所に
出ています。紫雲寺小学校
の学校だよりに今の６年
生が登場するのも、あとわ
ずかです。

１１月２７日

いじめ見逃しゼロ集会

紫雲寺中学校区の４校の小５・小
６・中１・中２・中３年生が集まっ
て、「紫雲寺中学校区いじめ見逃し
ゼロ集会」が行われました。全部で
約３００人が集まり、４０班に分か
れて、活動を行いました。児童会・
生徒会メンバーが作ったビデオク
リップを見て、話し合いをしました。各班の中学生リーダーの進行が見事で、小学生の意見をうまく
引き出しながら、話し合いをまとめていました。５・６年生には、良いモデルを見る機会になったと
思います。

１２月４日

集団下校

冬の登校路変更の前に、地区児童会を行い、集団
下校もおこないました。「れんぎょうパトロール隊」
の皆さんが、サポートしてくださいました。地域に
支えられて学校があることを実感する時でもありま
す。毎日、サポートしてくださっている「れんぎょ
うパトロール隊」の皆さん、ありがとうございます。

１２月５日

読み聞かせ

文化祭で使った畳を、図
書室で使うことにしまし
た。子どもたちには大人気
です。
読み聞かせは、毎週、
松田アサ子さんが来てくださっています。この場面でも地域に支えられていることを実感します。
毎週来てくださっている松田アサ子さん、ありがとうございます。感謝しています。
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小林養護教諭が出産しました
１１月２７日１３時１１分。産前休暇に入っていた小林 真知子 養護教諭が、無事に出産しま
した。男の子でした。校長がお祝いに行ってきましたが、母子ともに元気でした。赤ちゃんには、
今後も健康で、すくすくと育ってほしいものです。

１月・２月上旬の予定
生 活 目 標・・・あいさつの輪をひろげよう
ピースメソッド活動行事…縄跳び月間・ファミリープレイタイム
日
１日

曜
予定
下校予定時刻
(月) 元日・冬休み
－－－－－略－－－－－
８日 (月) 成人の日・冬休み
９日 (火) ３学期始業式、大島地区冬季バス開始、口座振替日 全学年 11:30
10 日 (水) 給食開始、1・2 年発育測定
１・２年 15:10 ３～６年 16:00
11 日 (木) 国語学力検査、3・4 年発育測定、PTA 三役会
１年 14:50 ２～６年 15:40
12 日 (金) 算数学力検査、5・6 年発育測定、5・6 年委員会
１～４年 15:10 ５・６年 16:00
13 日 (土)
14 日 (日)
15 日 (月) フッ化物洗口、紫小パワーアップ週間(～21 日) 全学年 15:10
16 日 (火) 5・6 年租税教室
１～３年 14:50 ４～６年 15:40
17 日 (水) 英語活動
１・２年 15:10 ３～６年 16:00
18 日 (木) 1 年読み聞かせ
１年 14:50 ２～６年 15:40
19 日 (金) 書き初め展(～31 日)・全校５校時
全学年 15:10
20 日 (土)
21 日 (日)
22 日 (月) フッ化物洗口、給食週間
全学年 15:10
23 日 (火) 児童朝会、
１～３年 14:50 ４～６年 15:40
24 日 (水)
１・２年 15:10 ３～６年 16:00
25 日 (木) 2 年読み聞かせ、防災教育
１年 14:50 ２～６年 15:40
26 日 (金) 英語活動、5・6 年委員会活動
１～４年 15:10 ５・６年 16:00
27 日 (土)
28 日 (日)
29 日 (月) フッ化物洗口、6 年保護者中学校説明会
１～３年 15:10 ４～６年 16:00
30 日 (火)
１～３年 14:50 ４～６年 15:40
31 日 (水) 学習参観日、懇談会、英語活動、2 年校外学習 全学年 15:05
１日 (木) 全校朝会、
１年 14:50 ２～６年 15:40
２日 (金) 全校５校時
全学年 15:10
３日 (土)
４日 (日)
５日 (月) 朝清掃、フッ化物洗口、新１年生保護者説明会 全学年 14:50
６日 (火)
１～３年 14:50 ４～６年 15:40
７日 (水) 学校評議員会
１・２年 15:10 ３～６年 16:00
８日 (木) 3 年読み聞かせ
１年 14:50 ２～６年 15:40
９日 (金) 6 年校外学習、英語活動
１～４年 15:10 ５・６年 16:00
※ 予定は、変更になることがあります。
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