
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

351人の子どもたちと共にスタート！  校長 松永 哲郎 

 一昨日、2名の転入生と64名の新入生を迎え、351名の子どもたちと共に新年度がスタートしました。 

 始業式では、子どもたちと教職員に次のような話をしました。 

 

１つ目は、「自分もみんなも 明るく うれしく よかったね」の合い言葉についてです。 

これを普段の生活でたくさん感じてほしいのです。例えば、運動会や体育で一生懸命走っている人

に、「がんばれー」と声をかけたとしましょう。走っている人は、自分のがんばりを応援してもらった

ことで、うれしく感じることでしょう。そしてもっとがんばろうという気持ちをもつことでしょう。 

応援した人も、走っている人が、うれしく思い、がんばり続ける姿を見れば、やっぱりうれしく思

うことでしょう。だから、走っている人を応援したり、発表した人に拍手したりすることは、「自分も

みんなも 明るく うれしく よかったね」の合い言葉を行動に移していることなのです。学校から 

そんな応援や拍手がたくさん聞こえるようにしてください。 

 

２つ目は、新井中央小学校にもう一つの名前がつくことです。 

それは、今年度から「コミュニティ・スクール」とよばれる学校になったことです。コミュニティ・

スクールとは、簡単にいうと、地域の人たちが学校に来て、いろいろな活動に参加する学校のことで

す。ですから、今年度も地域の人たちが、学校に来て、皆さんと一緒に活動する機会がたくさんあり

ます。 

先生は、学校の先生だけではありません。学校に来てくださる地域の人たちも先生となります。地

域の人たちと礼儀正しく接し、たくさんの交流をして、地域の人からたくさんのことを学び、仲良く

なってほしいと思います。                      （始業式 校長講話より） 
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自分もみんなも 明るく うれしく よかったね 
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一人一人にていねいに寄り添います 

 ３月に児童が他の児童に暴力を振るうという出来事がありました。気づいた職員がすぐに止めました

が、暴力をふるわれた児童は、深い引っ掻き傷とともに心に傷を負いました。 

 学校として反省、改善しなければならないことは、傷を受けた児童に対してていねいに寄り添うこと

ができなかったことと、校内の守り体制に不備があったことです。人権教育、同和教育を柱にした教育

活動を進めるにあたって、まずは、暴力、暴言、いじめ等の根絶を目指さなければなりません。自分の

子どもに対するように一人一人にていねいに寄り添い、小さなことも見逃さず、強い覚悟をもって児童

を支えていこうと職員同士で確認し合いました。 

 

 

http://azalea.ac.city.myoko.niigata.jp/araich-s/otayori/index.html


H27年度転入、新採用職員です よろしくお願いします！！  

校 長 松永 哲郎 上越教育事務所より 

教 諭 青木 康子 上越市立大町小学校より 

教 諭 小林 賢子 上越市立国府小学校より 

教 諭 涌井  学 上越市立春日小〈上越教育大学大学院〉より 

 

教 諭  堀井 睦子  新井南小学校より〈再任用〉 

教育補助員 駒村  翼 斐太南小学校より 

支援員  杉本 幸子 斐太南小学校より 

支援員  宮越美代子 新採用 

 

「自分もみんなも 明るく うれしく よかったね」を合い言葉に、 

力を合わせてがんばります!! よろしくお願いいたします!! 

 

 

 

 

       年度途中で、予定が変更になる場合があります。その際は、学校だより等でお知らせします。 

【4月】 

 6日（月） 新任式、始業式、入学式 

17日（金） 授業参観、PTA総会、歓送迎会 

21日（火） 全国学力学習状況調査 

24日（金）～30日（木）1年生家庭訪問 

【5月】 

19日（火） PTA奉仕作業① 

22日（金） 運動会前日準備 金管パレード 

23日（土） 大運動会 

25日（月） 運動会代休 

【6月】 

9日（火） フリー参観日 CSスタート記念講演会 

12日（金） なかよし遠足 

22日（月）～26日（金）6年生フレンドスクール 

【7月】 

1日（水）～2日（木）地域 PTA 

 

夏休み 7月25日（土）～8月26日（水） 

【8月】 

27日（木） 2学期始業式 

【9月】 

10日（木）～11日（金） 5年生自然教室 

17日（木） 市親善陸上大会 

19日（土） 中央小っ子カップ 

25日（金） 学習参観（人権教育、同和教育を学ぶ会） 

【10月】 

15日（木） PTA奉仕作業② 

17日（土） コミュニティ･フェスティバル 

19日（月） コミュニティ･フェスティバル代休 

 

 

3日（金）学習参観日、学校保健委員会、救急法講習会 

24日（金） 1学期終業式 

１年１組 木原 佳子 ６年１組 名畑 江美 校 長 松永 哲郎 図書司書 見竹 浩美 

１年２組 滝沢 雅子 ６年２組 橋本  晃 教 頭 村治 隆夫 用 務 員 竹田 末吉 

２年１組 佐藤 貴子 ﾄﾞﾘｰﾑ１組 岩片 裕子 教務主任 山澤 禎之 用 務 員 吉田 芳信 

２年２組 磯貝 邦彦 ﾄﾞﾘｰﾑ２組 堀井 睦子 児童生徒支援 齊藤 陽子 支 援 員 古川 照美 

３年１組 小林 賢子 ﾄﾞﾘｰﾑ３組 坂上 秀人 庶務主任 飯吉 一夫 支 援 員 城戸 敦子 

３年２組 藤野 明子 ﾄﾞﾘｰﾑ４組 鈴木 晴子 理科専科 涌井 学 支 援 員 横尾 敬子 

４年１組 横田美紀子 ﾄﾞﾘｰﾑ５組 小林 俊人 養護教諭 髙橋 由子 支 援 員 宮下 京子 

４年２組 樺澤 圭介 ﾄﾞﾘｰﾑ６組 藤野眞貴子 主 任 久保田久美子 支 援 員 梅澤 利恵 

５年１組 鹿島真由美 言語通級指導 青木 康子 栄養士 後藤由里香 支 援 員 寺澤理英子 

５年２組 渡邊 友也 発達通級指導 山田 哲也 教育補助員 堀川眞由美 支 援 員 杉本 幸子 

H27年度は計42名のスタッフです！ 教育補助員 駒村  翼 支 援 員 宮越美代子 

H27年度前半の主な行事 

４／1７日(金) たくさんの御参加をお願いします 

・学習参観  13:30～14:15 

・ＰＴＡ総会 14:30～15:50 

・学年懇談  16:00～16:30 

・歓送迎会  18:00～ 会場：ふれあい会館 

   


