
玉小っ子
た ま し よ う こ

平成３０年度が始業、本年度もよろしくお願いします。
本校２年目となりました。校長の吉崎 匠（よしざき たくみ）ですが、本年度もよろしくお願いします。
さて、新たな年度の始業式では、校長の話の中で「腕を磨く」「育ちを実感する」「夢叶える玉小を創る」

ことについて触れました。玉小の子ども達が、着実に成長するために、「自分自身で腕を磨いていくことが
大事です」と話をしました。また、「できた」「分かった」ことを実感すること。そして、下記スローガンにもある
ように「夢叶える玉小」をみんなで創って行くこと。を話しました。新たな学年となった２年生以上の子供
達はしっかりと耳を傾けて聞いてくれていました。素晴らしいスタート、頑張りを大いに期待します。
さて、本年度も玉村で一番の大所帯。行き甲斐、居甲斐、やり甲斐のある、夢叶える玉小にすべ

く、教職員一同団結して、教育活動に励みます。保護者の皆様、地域の皆様のご支援、ご協力をよろ
しくお願いいたします。昨年同様、お読みいただいた際に、お気づきの点がありましたら、何なりと校長に
お伝えくだい。 ※入学式号（第２号）は、明日配布致します。

■■■■■ 玉小スタッフ新旧交代 ■■■■■
昨年度末で退職･転任された先生方 １４名の先生方、大変お世話になりました。
★濱田 昌彦 先生（３年在職）理科でお世話になりました。退職されゆっくり過ごすそうです。
★羽生田志津子先生（６年在職）通級でお世話になりました。芝根小へ。
★青木 武彦 先生（３年在職）主に５年担任でお世話になりました。南小へ。
★中野 健太 先生（３年在職）初任から３年間お世話になりました。伊勢崎四中へ。
★髙桑 舞 先生（３年在職）初任から３年間お世話になりました。みなかみ新治小へ。
★増田 眞次 先生（１年在職）研修でお世話になりました。玉中教頭に昇任。
★塚本 佳代 先生（３年在職）保健室の先生でお世話になりました。前橋元総社小へ。
★豊島 大地 先生（１年在職）通級でお世話になりました。高崎南八幡小で新採用。
★片平千恵美 先生（１年在職）３の２担任でお世話になりました。
★関根 吉晴 先生（１年在職）初任者指導でお世話になりました。
★児島 雅代 先生（２年在職）植原先生の研修日にお世話になりました。
★横田こずえ 先生（１年在籍）算数指導でお世話になりました。甘楽新屋小へ。
★柳澤眞由美 先生（３年在籍）図書室でお世話になりました。お家でのんびりするそうです。
★相原 千鶴 先生（14年在籍）あゆみ学級の支援でお世話になりました。上陽小へ。

玉小メンバーに仲間入りした先生方 １２名の皆さん、どうぞよろしくお願いします。
☆竹内 明美 先生 上陽小学校より。通級教室で指導します。
☆宮﨑真由美 先生 県立伊勢崎特別支援学校より。通級教室で指導します。
☆深町 真之 先生 南中学校より。理科専科として４年生以上の理科を指導します。
☆小山田野路子 先生 南中学校より。あゆみ１組担任として指導します。
☆入澤 麻衣 先生 伊勢崎市立三郷小より。１の２担任として指導します。
☆堀越 健人 先生 新規採用教員として着任。２の２担任として指導します。
☆新井奈緒子 先生 前橋市立城南小より。保健の先生として保健室で指導します。
☆菊池 利宗 先生 芝根小より。３の３担任として指導します。
☆ 麗夢 先生 中央小より。３の２担任として指導します。
☆永田 百佳 先生 芝根小より。３~５年生の算数少人数指導を担当します。
☆石田 律子 先生 玉ステボランティアから、図書室の先生として勤務します。
☆杉山 幸奈 先生 新任用で、あゆみ学級の補助員として勤務します。
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本年度の玉小教職員体制 新６年生の初仕事！！
校 長 吉崎 匠 理 科 専 科 深町 真之 ◆６日の午前
教 頭 長沼 伸明 音 楽 専 科 萩原 陽子 中､新６年生
教 務 主 任 中嶋 秀人 外国語専科 金澤 麻希子 達が登校して
１年１組 今井 真佐子 養 護 教 諭 新井 奈緒子 入学式準備を

２組 入澤 麻衣 事 務 秋間 明子 頑張りました。
３組 大河原 瑞希 通 級 教 室 星野 正惠 はじめに、新し

２年１組 枝 直子 〃 黒澤 隆 く着任した先生達と対面。元気な挨拶と
２組 堀越 健人 〃 井野 仁詞 背筋の伸びた立派な聞く態度が素晴ら
３組 島 詢子 〃 竹内 明美 しかったです。さすが新６年生達です。

３年１組 山﨑 聖一 〃 宮﨑 真由美 感心しました。その後、それぞれ分担場
２組 麗夢 栄 養 教 諭 坂本 明美 所の掃除や体育館、教室の美化、教科
３組 菊池 利宗 栄養専門員 久永 綾野 書の袋詰め等をしてくれました。式会場

４年１組 神倉 悠徳 初任研後補 平山 尚子 も卒業式バージョンから、入学式バージ
２組 牛島 寛子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 倉林 宣子 ョンに美しく変わりましたね。気持ちよく新
３組 植原 美友希 たまむらＰ 永田 百佳 １年生や保護者の皆さん、来賓の皆さ

５年１組 土田 いずみ Ａ Ｌ Ｔ ﾎﾘｰ ｷｰｽﾀｰ んが式に参加できるようになりました。新
２組 松山 香織 補 助 員 岡本 菜穂子 ６年生が大変
３組 小林 伸乃介 〃 杉山 幸奈 手際よく動い

６年１組 関根 はるみ 介 助 員 設楽 政江 て、頑張ってく
２組 黒岩 拓也 図書館事務 石田 律子 れたことに感謝

あゆみ１組 小山田野路子 公 仕 堀米 好己 ですね。どうも
あゆみ２組 政谷 洋子 計４３名 ありがとう。

こうちょうのひとりごと

■玉村小学校は開校145年目となりました。町では長い歴史のある学校の一つで、お祖父さんお祖母

さんの代から3代4代続いて在学している子もいるかと。玉小の良さの1つには、そんな代々玉小で学

ぶたくさんの方々に見守られていることがあげられます。もちろん玉小地区が協力的な環境となっ

ているのは、新旧を問わず「子ども達を温かく育てましょう。見守りましょう。」と、どの家庭も近所づ

きあいができているからではないでしょうか。今まで地域で築いてきた素晴らしい伝統に恥じない

よう、しっかりと子どもを輝かせることのできる「行き甲斐のある、居甲斐のある、やり甲斐のある」

そして「夢叶える玉小」を創造していければと…。保護者・地域の皆様どうぞ温かく見守って玉小を

応援してください。お願いばかりで恐縮ですが、平成30年度もどうぞよろしくお願いします。

■「こうちょうのひとりごと」コーナーは継続していきます。ちょっとした豆知識や社会常識等の紹

介から、ちょっと刺激的で皮肉も交えたコメントも掲載できればと思います。この記述を読んでい

ただき、「ハッ」と気付いて下さるようなことがあれば嬉しいです。また、地域の皆様には、玉小の子供

達のために、昔ながらの子育ての良さやしつけについて「～～だよ。～～しなくちゃね。」とアドバイ

スをいただければ、是非のこのコーナーに掲載させていただきますので、ご遠慮なく校長までご連

絡下さい。今年度のスローガンに掲げた「学校･家庭･地域が総力をあげて「夢叶える玉小」を創造しよ

う」を実現できればと考えます。よろしくお願いします。

◆玉小のホームページには、基本情報の他、予定表や学校通信などの毎日の学校

の様子をアップしている「学校日記」があります。遠足や臨海学校、修学旅行の様

子もタイムリーに掲載していきたいと考えますので、是非お気に入りに登録し

てご覧下さい。保健関係のダウンロード資料等も載っています。QRコードで読み

取って下さい。 http://www.town.tamamura.ed.jp/tamamura-e/です。


