刈羽小だより

平成３０年４月2７日
Ｎｏ．１

４９名の刈っ子、元気に入学！

校庭の桜が満開となった入学式の日、４９名の元気な「刈っ子」が誕生しました。入場
では、少し緊張しながら６年生のお兄さんお姉さんと手をつないで入場しました。御来賓
の皆様からの｢入学おめでとう。」の言葉には、「ありがとう。」という元気な声で応えてく
れました。
学校生活に早く慣れ、たくさん学び、たくさん遊び、友達や先生、地域の人たちなど、
たくさんの人たちとかかわってほしいと思います。

元気いっぱいの49名の１年生を迎え、平成30年度の刈羽小学校の教育活動がス
タートしました。保護者の皆様、地域の皆様にはいろいろな場面でお世話になり
ます。よろしくお願いいたします。
４月６日の始業式で、子どもたちに「夢」と「笑顔」について話しました。
「夢」
については、「こんなことができるようになりたい。」「こんな学級にしたい。」「こ
んな学校になったらいいな。」などの夢をもってほしい。そして、その夢が叶うた
めに、何をすればいいかを考え、実行してほしいことを話しました。「笑顔」につ
いては「笑顔のむら かりわ」にしていくために、まずは笑顔で毎日「おはよう」
「こんにちは」
「さようなら」のあいさつをしようと話しました。
おうちでもお子さんと「こんな一年になるといいね。」と話し合っていただけれ
ば、そして、おうちや近所に明るいあいさつの声を響かせていただけるとありが
たいです。
校長 佐藤 克己
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元気に、笑顔で・・・新しい学年の始まり
新しい先生・新しい友達を迎えて、平成
３０年度の学校生活が始まりました。総勢
２４５名でのスタートです。

始業式で１学期のめあてを、原稿を見ない
で発表しました。（４月６日）
１年生の給食が始まりました。初めての給食
はカレーライスでした。給食当番の仕事をがん
ばってやりました。
（４月11日）

刈羽小学校では、清掃や運動会を異学年
の子どもたちでつくるファミリー班で行っ
ています。その顔合わせ会を行いました。
（４月12日）

元気なあいさつが響いた「全村あいさつ運動
の日」です。
（４月1３日）

１年生を迎える会

４月１９日

１年生が入学して２週間がたちました。「にじいろ学
年」という愛称も決まりました。１年生のお友達を歓
迎する会が、１９日に児童会の企画で行われました。
体育館が歓声であふれる、楽しい時間を過ごしました。
ゲームで、新
しいお友達がた
くさんできまし
た。明日からの
学校生活がさら
に楽しくなりま
した。

１年生は、一人ひとりが元気な声
で自己紹介をしました。大きな声で、
元気に発表できました。

学習参観・ＰＴＡ総会

４月２０日

今年度初めての学習参
観でした。１年生は初め
ての学習参観でしたが、
ちょっぴり緊張しながら
も大きな声で発表してい
ました。どの学年も、真
剣に取り組んでいまし
た。子どもたちの学習の
様子はいかがだったでし
ょうか。
１年生の発表です。
６年生は算数を教えあって 。
参観後は、ＰＴＡ総
会や学年懇談会を行い、３０年度のＰＴＡ活動がスタートしました。本年度のＰＴＡ活動
に対しまして御理解と御協力をお願いいたします。

よろしくお願いします
今年度初めに６名の職員が転入しました。保護者や地域の皆様に教えていただきなが
ら、子どもたちのために、刈羽小学校のために、刈羽村のために全力を尽くしてまいり
ます。よろしくお願いいたします。
校長

佐藤

克己（中越教育事務所より）

教頭

阿部

地元刈羽小学校で勤務で
きる喜びを胸に、子どもた
ちと過ごす楽しさを感じな
がら日々を過ごしています。
子どもと職員、そして村民
の皆様のために頑張ります。
どうぞよろしくお願いいた
します。

教諭

酒井

宏基（上越市立戸野目小学校より）

なつかしい桃の香りに誘わ
れて３年ぶりに戻ってきまし
た。覚えていた子どもがいて
ほっとしました。子どもたち
が夢と笑顔であふれる学校に
していきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

教諭

鈴木

40周年の節目に最高学年
として全校をリードするげ
んきっ子と一緒に明るく優
しく仲よく活動していきた
いと思っています。刈羽村
をじっくり感じ、楽しみな
がら活動していきます。よ
ろしくお願いいたします。

教育補助員

山崎

涼太（新採用）

幼 い頃 か らス ポー ツを し
てきました。剣道・バレー
ボール・野球・ハンドボー
ル。そのため体力と元気に
は自信があります。子ども
たちに負けない元気で毎日
頑張ります。よろしくお願
いいたします。

元治（長岡市立新組小学校より）

教育補助員

康志（新採用）

12年ぶりに、岐阜県から
新潟県に帰ってきました。明
るく元気いっぱいな刈っ子た
ちと共に楽しく活動しなが
ら、子どもたちと共に成長し
ていきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

嶋村

美咲（新採用）

３月に体育大学を卒業しま
した。専門種目はバスケット
ボールですが、運動が大好き
です。子どもたちと元気いっ
ぱい活動し、子どもと共に成
長していきたいと思っていま
す。よろしくお願いいたしま
す。
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氏 名（ 主 な 担 当 ）
佐藤 克己
阿部 元治
本田 正樹（ＰＴＡ、スクールバス）
名塚
悟（体育主任、運動課外）
青木 律子（音楽課外）
田中 直美（図書館教育）
嶋岡久美子（道徳教育）
鈴木 康志（情報教育）
片桐 智美（研究主任）
細谷さなえ（生活指導主任）
吉田
薫（外国語活動）
星野 彰太（児童会）
酒井 宏基（児童会）
大矢 英子（特別支援教育）
大塚 淳子（特別支援教育）
小幡真紀子（音楽課外）
力石 雅美（保健主事）
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氏 名（ 主 な 担 当 ）
齋藤 志穂（給食）
佐藤 清美（ＰＴＡ）
山崎 涼太
嶋村 美咲
本間喜美江
小林 尚美
五十嵐明子
ジョセフ・クァーム・マグノッティ
永井 春雄
石黒美千枝
伊佐美智子（コミュニティ･スクール）
大橋スイ子
廣川 純子
三宮 恵子
鬼山 美玲
佐藤 順子

５月の主な予定
学校では、子どもた
ちの通学中の安全確保
を図るため、下校時の
帰宅先や帰宅経路を一
人一人確認しています。
事情があって普段と違う通学経路を通
って下校する場合や、帰宅先がいつもと
異なる場合などは、その都度担任までお
知らせください。
特に低学年の子どもたちについては、
登校前にその日の帰宅経路や帰宅先をお
子さん本人と確認していただくようお願
いします。

２日（水）
３日（木）
４日（金）
５日（土）

諸費入金締切日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日

８日（火） 児童朝会
眼科検診（１・３・５年）
１０日（木） フッ素開始
１１日（金） 全村あいさつ運動
１２日（土） 第１回ＰＴＡ環境整備活動
コミュニティ･スクール
１４日（月）
学校運営協議会
１５日（火） なかよし朝会
尿検査(二次)
１６日（水） 運動会全体練習
１９日（土） 運動会（雨天時２０日）
２０日（日） 運動会予備日
２１日（月） 振替休業日
２２日（火） 耳鼻科検診(１・３・５年)
２５日（金） クラブ
２８日（月） 内科検診 (４・５・６年)
２９日（火） ファミリー給食
３０日（水） 内科検診（１・２・３年）
３１日（木） 知能検査（１・２・４年）

