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おもしろい」を発見しよう！
校長 三宮 一行
令和３年度の教育活動がスタートしました。新１年生のご入学、また、新学年へのご進級おめでとうございます。
今年度は７５名の新１年生と１２名の新任職員を迎え、全校児童４２６名、教職員４２名という新たな装いでのスタ
ートです。
新年度を迎え、4 月 7 日の始業式で子どもたちに「『おもしろい』を発見しよう」という話をしました。次のような
内容です。
昨年度は、新型ウイルスの感染防止の対策で、学校の活動が中止になったり変更になったり、いろいろな影響
を受けました。でも、この１年間、学習や活動をするためにどう工夫すればよいか、みんなで考えてアイデアを出し
て取り組んできました。全校での活動はふれあい班に分かれてやったり、児童朝会を Zoom でやったり、新しい
形をいろいろと作ってきたことに本当に感心しています。
今年度も たくさんチャレンジして、みんなに見つけてほしいものがあるんだ。
これです！ 「おもしろい！」
「おもしろい」って、どういうことかというと・・・
たとえば、
・友だちと仲よく遊んだら、おもしろいなー。と思えるよね。
・けんかしたけど、仲直りできて、うれしかったなー
・あいさつしたら、なんか、気持ちいいなー
という「おもしろさ」です。
それから、
・ちょっと難しい勉強だけど、がんばって練習したら分かるようになったよ。うれしいなー。
・班で話し合ったりしたとき、いいアイデアが浮かんできて、楽しいなー
・友だちと考えを伝え合ったりするよね。自分とは違う意見を知ると考えが広がる。おもしろいなー
という「おもしろさ」です。
今年は、タブレットを使った学習や活動も進めていこう。今までになかった「おもしろい」がきっと見つかるはず。
「おもしろい」を発見できると、いろいろなことにどんどん挑戦したくなって、学校が一層楽しくなるよ。
でも、時には、なかなかうまくできないことってあるよね。がんばったんだけど、間違えちゃうこともあるよね。間違
えたっていいよ。チャレンジすることの方が素晴らしいんだ。まちがったり、失敗したりしても、田尻小学校の友だち
は助けてくれるし、励ましてくれる。
426 人の友だちと 4２人の先生方、みんなで力を合わせて、「おもしろい！」といえる田尻小学校を創っていき
ましょう。
「こういう状況だからこそできることがある」というプラス思考で、保護者・地域の皆様のご協力をいただきなが
ら、教職員一同力を合わせて教育活動にあたります。どうぞよろしくお願いいたします。
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お世話になりました
★山田 喜美子 先生

上越市立春日新田小学校へ

2 度目の田尻小学校勤務を、ことばの教室で 6 年間お世話になりました。「会話を楽しみ、思いを
伝え、困ったら相談できる」を目指して、個々の課題に保護者の皆様と一緒に取り組みました。充実し
た毎日を過ごすことができました。ありがとうございました。

★荻野 幸代 先生

上越市立国府小学校へ

3 年間お世話になりました。たいよう学年、ひまわり学年、ひだまり学年を担任させていただきまし
た。明るく素直な子どもたちに囲まれ幸せでした。笑顔いっぱいのよつわっ子が大好きです。支えて
くださった保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。

★品田 幹夫 先生

長岡市立小国中学校へ（教頭）

素直で明るく元気な子どもたち。ひたむきな感じでも我慢強く目標に向かって努力し勝負強いお子
さんが多かったです。迫力のある大人数での大運動会・音楽会、どの子もたのしい体育、学校田での
稲作、校庭のビオトープでの活動など楽しく充実した３年間を過ごすことができました。我が子も通う
田尻小、大変お世話になりました。ありがとうございました。

★廣瀨

翔 先生

退 職

4 年間、田尻小学校でお世話になりました。どの年にも、忘れられないほど感動した思い出や子
どもたちが見せてくれた姿が心に残っています。田尻小学校の一員として迎え、支えてくださったす
べての方々のおかげです。お世話になりました。本当にありがとうございました。
★ 神﨑 駿介 先生

長岡市立前川小学校へ

3 年間、田尻小学校でお世話になりました。ひだまり学年、スマイル学年、卒業したにじいろ学年の
担任をさせていただき、一緒にたくさんの楽しい時間を過ごしました。子どもたちから、たくさんの元気
をもらい、学ばせていただきました。3 年間、ありがとうございました。

★川口 知世 先生

退 職

11 か月という短い間でしたが、よつわっ子の明るく元気な姿にいつもパワーをもらっていまし
た。新潟県のこと、柏崎のことを子どもたちからたくさん教えてもらい、毎日楽しく充実した日々を過
ごすことができました。本当にありがとうございました。

★大森 架菜子 先生 退 職
徳井先生の育児休業の代替として、2 年半お世話になりました。子どもたちが一生懸命に給食を
食べている姿、「給食、おいしかったです。」という声、田尻小学校でたくさんの元気をもらっていまし
た。本当にありがとうございました。

★徳井 久美 先生 南魚沼市立中之島小学校へ
６年間お世話になりました。２人の子どもの産休・育休で実際には２年間しか働くことができませ
んでしたが、明るく素直な子どもたちと一緒に給食を食べたり、食育の勉強をしたりすることがで
き、とても楽しかったです。 お世話になりました。ありがとうございました。

★田邉 雅美 先生

柏崎市立大洲小学校

田尻小学校で 3 年間お世話になりました。子どもたちの笑顔から、毎日パワーをもらっていま
した。保護者、地域の皆様からは温かく支えていただきました。本当にありがとうございました。

★中村 昭宏 先生

休 職（組合専従）

海外から帰ってきて、皆様に本当に支えていただきました。「今までにない 1 年」は、「今だから
できる 1 年」で「最高の 1 年」でした。素直で元気いっぱいの子どもたちと過ごした毎日は私の宝
物です。これからも田尻の子どもたちの健やかな成長を応援していきます。

よろしくお願いします

☆ 松田 亨 先生

柏崎市立柏崎小学校より 初任者研修指導員

子どもたちの素敵なあいさつと明るい声がとても印象的でした。そんな田尻の子どもたちと触れ合え
ることを楽しみつつ、田尻の子どもたちをしっかり育てている若い職員たちを支えてまいります。

☆ 村山 久子 先生

柏崎市立荒浜小学校より

昨年度は、荒浜小の発達通級指導教室（みのり教室）として、火曜日の午前中に田尻小で指導さ
せていただきました。今年度は、いよいよ、田尻小学校にみのり教室が新設されました！より一層指
導を充実できるように、笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。

☆ 加藤 由香里 先生

上越市立柿崎小学校より

新採用以来の柏崎勤務にわくわくしています。田尻小学校での新しい出会いが楽しみで仕方あり
ません。ことばの教室を担当させていただきますが、一人一人の子どもたちに寄り添いながら温かい
指導を心がけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

☆ 山城 保史 先生

長岡市立小国小学校より

長岡市立小国小学校から参りました。3 年ぶりに柏崎市内の勤務になりますが、柏崎には１０年
以上の間ずっと住んでいます。田尻小の子どもたちが楽しく、そして元気に過ごせるように頑張りま
す。よろしくお願いいたします。

☆ 橋爪 優子 先生

上越市立国府小学校より

上越市立国府小学校から参りました。初任校が北鯖石小学校だったので、田尻小学校との縁を嬉
しく思っています。明るく元気な子どもたちが安心して過ごせるように頑張ってまいります。どうぞよろ
しくお願いします。

☆ 前澤 圭大 先生

新採用

先生生活のスタートを素敵な田尻小学校で迎えることができて大変幸せです。これから子どもた
ちとたくさんのドキドキやワクワクを一緒に経験できることが楽しみです。力いっぱい頑張ります。どう
ぞよろしくお願いします。

☆ 矢島みつき 先生

新採用

新採用として田尻小学校に参りました。これから田尻小学校でどんな毎日が始まるのか、ドキドキ
わくわくしています。子どもたちと共に楽しく学び、成長していけるよう精一杯取り組んでいきます。ど
うぞよろしくお願いします。

☆ 赤堀 詩子 先生

柏崎市立半田小学校より

子どもたちの輝く笑顔を大切にしながら、子どもたち一人一人が、もっている力を十分に発揮し、
楽しく充実した学校生活になるように、子どもたちと共に素敵な１年にしていきたいと思います。どう
ぞよろしくお願いします。

☆ 嶋村 美咲 先生

刈羽村立刈羽小学校より

刈羽村立刈羽小学校から参りました。元気がよく、笑顔にあふれる子どもたちとこれから過ご
していく学校生活が楽しみです。子どもたちと共に成長できるような１年にしていきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いします。

☆ 長谷川 慈枝 先生

上越市立柿崎中学校より 栄養士

給食を担当させていただきます。心も体もぐんぐん伸びゆく子ども達が、明るくいきいきと、毎
日が楽しくなるような応援献立を作っ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。

☆ 阿部 亜実 先生

上越市立柿崎中学校より 栄養教諭

現在育児休業中ですが、8 月より田尻小学校でお世話になります。田尻小学校のみんなが笑顔
と元気いっぱいで過ごせるような給食づくりや食の指導を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。

☆ 高橋 彩稚栄 先生

柏崎市立新道小学校より

新道小学校から参りました。子どもたち一人一人が笑顔で学校生活を過ごせるよう
に頑張りますのでよろしくお願いいたします。

☆５月の主な行事☆
６日（木）内科検診、60 周年記念事業実行委員会

１８日（火）運動会予行練習

７日（金）内科検診

２１日（金）運動会前日準備

８日（土）PTA 環境整備作業

２２日（土）運動会

１０日（月）内科検診、口座振替日
フッ化物洗口スタート
１１日（火）課外活動
１２日（水）児童朝会、尿検査（二次）
13 日（木）課外活動
１４日（金）委員会活動

２４日（月）振替休業日
２６日（水）ハートフルトーク （～ 6/８）
プール清掃、後援会評議員会
２７日（木）全国学力・学習状況調査（6 年）
課外活動
２８日（金）第１回クラブ活動
耳鼻科検診

※コロナウイルス感染症対策のため、やむをえず行事や日程を延期、中止することがあります。ご了承ください。

