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「がまん玉」を磨く 

                               校長 藤田 由江 

「がまん玉」を磨いて 

全校朝会で、良くないことを我慢し、良いことは進んでやる強い心の

象徴である「がまん玉」の話をしました。 

１年生はできることが増えました。上級生は１年生のお世話が上手に

なり、より頼もしくなりました。すばらしいことです。それは、みなさ

んが「がまん玉」を磨いているからです。 

 

 

 

 

 

 

「玉が曇っていないか」と心配しなくても、大丈夫です。みなさんは、ちゃんと「がまん

玉」を磨いています。例えば、大切な命を守るための集団登下校――。速く歩ける上級生も

玉を磨いて、下級生が歩ける速さで歩きます。ゆっくり歩きたい１年生も、上級生について

いけるように玉を磨いています。途中で遊びたくなっても、玉を磨いて列から離れません。

玉を磨くのをやめそうな人がいたら、仲間が声をかけます。時には、おうちの方や地域の方

から声をかけてもらって、玉を磨きます。「がまん玉」を磨きながら、大人に近づいています。 

みんなで「がまん玉」を磨く「たのしいあらいきた」 

今の話を聞いて、「『がまん玉』を磨くの、ちょっと苦手だな」と思った人も大丈夫。仲間や

おうちの方、わたくしたち職員、地域の方、たくさんの人が応援してくれます。大切なこと

は、「がまん玉」を磨こうとする気持ちを忘れないことです。これからも、みんなで「がまん

玉」を磨きながら、「たのしいあらいきた」で、楽しく過ごしましょう。 

応援ありがとうございます 今年度もよろしくお願いします 

「がまん玉」を磨きながらのうれしいスタートには、支えてくださるご家族や応援してく

ださる地域のみなさんの存在があります。ありがとうございます。わたくしたち職員も、子

どもたちの健やかな成長のために、誠心誠意、努めます。平成 30年度も、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

たのしいあらいきた 
 妙高市立新井北小学校 

たのしい新井北小学校 102年目の実り（栗の実っ子の輝きを紹介します。） 

入学式での立派な態度、自慢のあいさつなど、行事や活動での輝きを、たくさんの方から褒

めていただいています。「４月の輝き」の写真で、輝きの様子をご覧ください。 

命あるものが誕生したばかりのころは、目が一つと足が一本しかありませんでした。おいし

いものをすぐに食べたいと願ったものは長い鼻をもつ象に、遠くまで見たいと願ったものは長

い首をもつキリンに、みんなで楽しく暮らしたいと願ったものは、「がまん玉」「しんせつ玉」

「みつけ玉」をもつ人間となりました。人間は玉を磨いてできることを増やし、一番進化しま

した。玉は小さいときによく磨かないと曇り、大人になるまでに石になってしまうそうです。 
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29年度末退職・転出職員   お世話になりました 
井上恵子教諭、

綿貫幸雄用務員

は引き続き当校

勤務、土屋史子

養護教諭は当校

在籍のまま、上

越教育大学大学

院で研修します。 

 

30年度 新採用・転入・兼務職員 よろしくお願いします 

平成 30年度 職員一覧 

金子ひかる教諭 

燕市立 

燕南小学校へ 

服部優子講師 

上越市立 

八千浦小学校へ 

亀井美月主事 

村上市立 

西神納小学校へ 

髙橋真唯栄養士 

  妙高市立 

妙高小学校へ 

小島儀之教諭 

上越市立 

美守小学校から 

湯浅信子教諭 

妙高市立妙高 

高原北小学校から 

駒村 翼教諭 

新採用 

小坂悠寧養護教諭 

新採用 

髙橋愛美主事 

妙高市立 

新井南小学校から 

大西美恵子講師 

（新採用養護教諭

指導教員として

年間 10回程度

勤務） 

池田春美栄養教諭 

（本務校は新井中

央小学校。月に

１度勤務） 

中村 岳英語専科教諭

（本務校は新井小

学校。毎週金曜日

勤務) 

池永一美司書 

（本務校は新井中

央小学校。毎週木

曜日勤務） 

４月 20 日には

和田地区協議会、

ＰＴＡ主催による

「和田地区歓送迎

会」が盛大に行わ

れ、参加者は、なつ

かしいひととき、

新たな出会いのひ

とときと、充実し

た時間を過ごしま

した。 

校   長 藤田 由江 教  頭 浅野 一清 教務主任 栗原  誠 

1 年 1 組担任 大野 綾子 1 年 2 組担任 滝澤  泉 2 年 1 組担任 湯浅 信子 

2 年 2 組担任 駒村  翼 3 年担任 尾﨑 桂子 4 年担任 牛木 隆夫 

5 年担任 横田 信子 6 年担任 渡辺 修司 くりのみ 1組担任 岡本 敏夫 

くりのみ 2 組担任 宮川 陽子 くりのみ 3 組担任 小島 儀之 生活指導主任 岡田 晶子 

養護教諭 小坂 悠寧 養護教諭 (土屋 史子) 主   事 髙橋 愛美 

非常勤講師 井上 恵子 非常勤講師 大西美恵子 用 務 員 綿貫 幸雄 

教育補助員 島田 優子 教育支援員 小林 美春 教育支援員 赤塚  薫 

教育支援員 上石恵美子 栄養教諭 （池田春美） 英語専科教諭 （中村 岳） 

図書館司書 （池永一美）  



30年度が元気にスタート！ 新任式・始業式・入学式 

６年生は、１年生の初めての給食にお手伝い・ボランティアさんも始動 

 

はりきって、学習参観・ＰＴＡ総会 

 

春 ４月の輝き 

 

  

 

 

 

地域に響く元気なあいさつ ＡＬＬ妙高あいさつ運動 
 

「妙高市民の心」推進運動の一つであ

る、「ＡＬＬ妙高あいさつ運動」が、４月６日

から 12 日まで行われました。あいさつをか

わすことで、絆が深まります。子どもたちも、

期間中、地域で、自慢のあいさつを響かせました。また、校内

では、学年や学級単位で、元気にあいさつを交わし合いまし

た。上級生は、少し前かがみになり目線を合わせ、下級生にあ

いさつをします。下級生は、目線を上げて上級生にあいさつをします。あいさつは、思いや

りでもあります。思いやりあふれる、すがすがしいあいさつで、新井北小学校は、日本一の

あいさつ自慢の学校をめざします。「児童主体のあいさつ運動」へのご協力と応援をよろし

くお願いいたします。 



なかよし班顔合わせ・なかよし班ウィーク 

 

 ４月 19日（木）昼休み、なかよし班顔合わせ会を行いまし

た。班長のリードで、自己紹介をしたり、班のめあてを考え

たりしました。なかよし班ウィーク（23日～25日）では、業

間休みに、班でゲームやレクリエーションを楽しみながら、

お互いの名前を覚えたり、「なかよく活動していこう」という

気持ちを高めたりして、まさになかよく、活動がスタートしました。５月には体育大会、２

学期はなかよし班遠足、３学期はなわとび大会と、なかよし班での活動がメインとなる楽し

い行事が控えています。 

 

スクールカウンセラー来校予定日 
今年度も、下記の予定で小林久美子スクールカウンセラーが来校します。児童を対象とす

るカウンセリングだけではなく、お子さんのことで話を聞いてほしい、相談したいなど、保

護者のカウンセリングも可能です。カウンセリングを希望する場合は、岡田生活指導主任、

または、学級担任までお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

５月の主な予定 
１（火） 弁当の日 家庭訪問④ 

２（水） 児童総会 

８（火） 体育大会全体練習① 学校運営協議会① 

９（水） 繰り上げ５限 

10（木） 学校預り金振替日 ベルマークの日  

 眼科健診 なかよし班種目練習 

11（金） 心臓検診１・４年 

12（土） ＰＴＡ環境整備作業〔予備日 13(日)〕 

14（月） 体育大会全体練習② 

16（水） 体育大会全体練習③・予行 

17（木） （体育大会全体練習④） 委員会活動 

18（金） 地区民体育大会前日準備 

19（土） 地区民体育大会  

20（日） 地区民体育大会予備日 

21（月） 振替休業日 

23（水） 交通安全教室 

24（木） クラブ① 

25（金） 尿検査 1次 

29（火） 全校朝会 

30（水） 内科健診 

31（木） 給食後下校 

今年度のカウンセラー来校予定日 

５月 ２日（水）  ５月１６日（水）  ５月２５日（金）  ６月１５日（金）  

６月２２日（金）  ７月  ６日（金）   ７月２０日（金）  ９月１４日（金）  

９月２８日（金） １０月 ５日（金） １０月２６日（金） １１月 ２日（金）  

１１月１９日（月） １１月２６日（月） １２月 ５日（水） １２月１４日（金） 

１月１１日（金）  １月２５日（金）  ２月 ８日（金）  ２月２２日（金） 

３月 ８日（金） 

※ 時間は日によって異なりますので、毎月の案内をご覧ください。 


