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た ま し よ う こ

★☆ 令和２年度がスタート！！ よろしくお願いします ★☆
新型コロナウイルス対応が、依然として続いている状況ですが、新学期がスタートしました。本年度もよろしくお

願いします。始業式では、「コロナ対応は万全に」「令和初の始業式」「腕を磨く」「成長を実感する」「夢叶える玉小
を創る」ことについて触れました。「コロナに感染しないよう日々の予防をしっかりしましょう。令和２年がスタート
し、この一年、何事にも一生懸命頑張ろう。玉小の子ども達が着実に成長するには、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、「勉強や活動で「できた」「分かった」ことを実感すること。１から６年生まで
全員が元気に学校生活に臨んで、「夢叶える玉小」をみんなで創って行きましょう。」と。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いました。今年度の成長を大いに期待します。

■■■■■■ 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

★ 長沼 伸明 教頭（３年在職） 教頭先生として朝早くから夜遅くまでお世話になりました。南中へ
★ 山﨑 聖一 先生（８年在職） ２年担任、学年主任としてお世話になりました。南小へ
★ 星野 正惠 先生（８年在職） 通級教室の先生としてお世話になりました。高崎第一中へ
★ 金澤麻希子 先生（８年在職） 英語専科、低学年の先生としてお世話になりました。伊勢崎境東小へ
★ 黒岩 拓也 先生（６年在職） ６年生担任を中心にお世話になりました。前橋城南小へ
★ 植原美友希 先生（３年在職） 新採用から低中高学年担任でお世話になりました。上野村立上野小へ
★ 長尾 由衣 先生（１年在職） あゆみ１組担任としてお世話になりました。前橋荒子小へ
★ 掛川 剛志 先生（１年在職） ２の２担任としてお世話になりました。玉村中へ
★ 岡田 知佳 先生（１年在職） 栄養士として給食センターでお世話になりました。藤岡調理場へ
★ 佐藤 桂代 先生（１年在職） あゆみ介助員としてお世話になりました。中央小へ
★ 熊川 享子 先生（１年在職） 学校支援員としてお世話になりました。芝根小へ
玉小メンバーに仲間入りした先生方

☆ 新井 博文 先生 芝根小より。４年ぶりの玉小着任です。
☆ 日野 有子 先生 上陽小より。英語専門の先生です。
☆ 立見 朋子 先生 前橋鎌倉中より。３年ぶりの玉村での勤務です。
☆ 矢内 達典 先生 前橋時沢小より。３年ぶりに通級教室の指導を担当します。
☆ 清水 典子 先生 伊勢崎二中、第二調理場より。栄養士として給食センターで勤務します。
☆ 真下 菜菜 先生 芝根小より。あゆみ学級の担任として勤務します。（地公臨）
☆ 小渕 加寿子 先生 南小より。島先生の代替として勤務します。（育休補）
☆ 大嶋 祥平 先生 芝根小より。小山田先生の代替として勤務します。（育休補）
☆ 横堀 友聡 先生 玉村プランとして３年生以上の算数の指導を担当します。（町職）
☆ 山本 朱実 先生 玉村幼より。あゆみ学級の補助員として勤務します。（町職）
☆ 中島 美緒 先生 あゆみ学級の介助員として勤務します。（町職）
☆ 角田 育代 先生 学校支援員として校務支援のお仕事を担当します。（町職）

☆☆☆☆☆ 新６年生 初仕事を頑張る ６日 ☆☆☆☆☆
◆６日の午前中､新６年生達が登校して、入学式準備を頑張りました。はじめに新しく
着任した先生達と特別にご対面。元気な挨拶と背筋の伸びた態度が素晴らしかったで
す。それぞれ分担場所の掃除や体育館、教室美化、１年生の教科書の袋詰め等をして
くれました。気持ちよく新一年生が入学式を迎えられるようになりました。新６年生達に
感謝感謝です。残念なのは、コロナウイルス対応で入学式に高学年の子ども達が参加
できないこと。早くコロナが落ち着いて欲しいものです。
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本年度の玉小教職員組織体制
校 長 吉崎 匠 ４の２ 牛島 寛子 養 護 荒木 奈緒美 たまむらプラン 横堀 友聡

教務 ・理科専 深町 真之 ５の２ 小渕 加寿子 通 級 富沢 敬司 補助員 瀬間 浩子
１の１ 飯野 聡子 ５の３ 新井 博文 〃 黒澤 隆 〃 杉山 幸奈
１の２ 大河原 瑞希 ６の１ 三谷 悠也 〃 竹内 明美 〃 山本 朱実
１の３ 小林 伸乃介 ６の２ 入澤 麻衣 〃 宮﨑 真由美 介助員 中島 美緒
２の１ 上野 達之介 あゆみ１組 政谷 洋子 〃 矢内 達典 図書整理員 石田 律子
２の２ 立見 朋子 あゆみ２組 真下 菜菜 栄 養 教 諭 坂本 明美 学校支援員 角田 育代
３の１ 井野 仁詩 あゆみ３組 永田 百佳 〃 平野 智子 公 仕 堀米 好己
３の２ 中嶋 秀人 音楽専 萩原 陽子 栄養士 清水 典子
４の１ 大嶋 祥平 英語専 日野 有子 ｶｳﾝｾﾗｰ 倉林 宣子 以上4２名

３月２６日 離退任式でのご挨拶
■長沼教頭先生「玉小の３年間は、皆さん ■山﨑先生「８年もいるとかなり寂しい気
が力をとても発揮してくれて、素晴らしい学 持ちでいっぱいです。“あ”のつく言葉が大
校だと感じていました。こんな玉小で勤務 好き。たくさん「ありがとう」の言葉を伝えて
できて嬉しかったです。」 くれてありがとうございました。」

■星野先生「通級教室で８年間、子ども達 ■金澤先生「８年間お世話になりました。
が自信を持てるようになる仕事のお手伝い 英語で話しかけてくれると嬉しくなりました
ができたかな。教室に行った時に、たくさん ね。“不機嫌は最大の罪”だから、いつで
声をかけてくれて嬉しかったです。」 も“ご機嫌”Ｈａｐｐｙでいて下さいね。」

■黒岩先生「６年で５回も６年担任をさ ■植原先生「小１の時に先生になりたいと
せてもらいました。自分も玉小を卒業で 思い、今まで頑張ってきました。玉小での
す。皆さんと一緒に過ごせて幸せでした。 ３年間はとても頑張れました。頑張れば、
玉小の伝統を大事にして欲しいです。きっ 必ず助けてくれる人がいます。皆さんも一

と心に残るはずですからね。」 生懸命やってる人を助けて下さいね。」
■長尾先生「たった１年でしたが、あゆみ１ ■掛川先生「皆さんは４月には学年が一
組の担任をできたこと。皆さんが元気に挨 つ上がって大人になります。何事にも全力
拶をしてくれたり声をかけてくれたりしてと で取り組んで下さいね。玉小でお仕事が
ても嬉しかったです。」 できてとても嬉しかったです。」

■岡田先生「給食センターで１年間、献立 ■佐藤先生「１年間でしたが、皆さんが元
を考えたり、給食の掲示をしたりしてきまし 気に挨拶してくれる玉小で仕事ができてと
た。食べることは心を満たしてくれます。辛 ても嬉しかったです。これからも頑張って
くても食べて下さいね。」 下さい。」

■熊川先生（当日欠席でコメントをいただ ※11名の皆さんには、8年～1年と、勤務の長さこ
きました）「玉小の皆さんの元気な声に励ま そ違いますが、玉小の子ども達のために真剣にご尽
されて１年間、楽しく仕事ができました。あ 力下さいました。心から感謝いたします。これから
りがとうございました。」 のご活躍を期待しています。

こうちょうのひとりごと

■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。コロナウイルス対応や情報提供、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/

■今年度も、学校通信「玉小っ子」は、児童の家庭に配布のみとします。一昨年まで、回覧

板用としてお配りしていましたが、上記のホームページでご覧いただければ幸いです。


