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４２名の１年生が元気に入学しました。大勢のご来
賓の方々にご臨席いただき、2019年度東小学校の入学
式が行われました。５・６年生の子どもたちとトラン
ペット鼓隊のみなさんが、温かく迎えてくれ、すてき
な入学式を行うことができました。
校長からは大事にしたいこととして３つの『い』に

ついてお話しさせていただきました。
１つめは「いのち」２つめは「いい顔 いきいき」３
つめは「いっぱい はなす」ということについて話し
ました。自分の命を自分で守り、安全に登下校するこ
と。わくわくすることをいっぱいしていい顔で学校生
活を過ごしていこうということ。そして学校であったことを家の人に話したり、先生や友
だちにも話したりしてほしいことを伝えました。
１年生も「おめでとう」の言葉に「ありがとうございます」と返事も立派にすることが

できしっかりとお話をよく聞くことができました。そして歌「ドキドキドン！１年生」を
元気に歌うことができました。

今年度６名の職員が着任しました。東小学校の一員として１日も早く慣れて精一杯がん
ばる思いでおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

中村加津子 先生 須坂市立日野小学校より
髙村 隆一 先生 上田市立第四中学校より
大澤 浩子 先生 飯山市立秋津小学校より
柿崎 和子 先生 塩尻市立木曽楢川小学校より
西村 朋子 先生 坂城町立村上小学校より
小松 純也 先生 飯山市立常磐小学校より

～～～～～１学期始業式 校長の話～～～～～

あんずの花が咲き、桜の木も花の芽が咲く時を今か今かと待っているようです。学校の木も
みなさんの進級をお祝いしているようです。
改めまして２年生から６年生のみなさんご進級おめでとうございます。
また、先ほど４２名の１年生が元気に入学しました。皆さんが１年生で入学した頃を思い

出してみてください。 １年生は、しばら く給食がありません。だんだんに学校に慣れていくようにし
ます。毎年１年生が給食を食べる前から下校の用意をしていると 、 「えっ！もう帰るの？」と
驚いている２～６年生が毎年います。「自分も１年生の時はそうだったなあ。」と思うだけでも、
ぐっと１年生に寄り添うことができると思います。
２年生の皆さんが、２月に来入児だった１年生と関わってくれたときに、じゃんけんで１年生

が勝つようにしてあげていました。かかわってくれた２年生もとっても嬉しそうでした。
相手が喜んでくれると関わった人もうれしい気持ちになると思います。そういう関わりができる

ことは、人として成長することになります。１年生だけに限らず、いろいろな人と関わる学校生活
で相手のことを思いながら関わるみなさんになってほしいと思います。
入学式にはみなさんを代表して５ ・ ６年生そしてトランペット鼓隊の人たちが東小学校の代

表として温かく １年生の入学を迎え入れてくれました。そして入学式に出ている態度も立派で
した。また３月２７日（水）には６年生とトランペット鼓隊の人たちが学校に来て、入学式の練
習や今日から始まる新年度のために準備をしてくれました。特に６年生は、全部の教室の荷
物を引っ越してくれたり、 １年生の教室やこの体育館を飾ったり、学校中をきれいにしたりしてく
れました。本当にありがとうございました。１年生や全校のためにがんばってくれた６年生とトラン
ペット鼓隊のみんなでありがとうの気持ちを拍手で表しましょう。
さて、今日から2019年度の東小学校の１学期が始まります。



５月からは平成から令和という言い方に変わる年です。でも変わらずに大事にしていきたい
こともあります。今年度、東小学校みんなの目標にして取り組んでいきたいと思うことは、「体
と心をはたらかせながら 共に学びあおう」 ということです。
実際にやってみて感じたことは、ゲームやスマホで見たりしたものとは、心への響き方が違い

ます。６年生が雨の続いた日の後、ぐちゃぐちゃで足がはまってしまって、思うように動けない田
んぼで稲刈りをしました。でもやっていくうちに、足のはまらないところはどんなところかを見分けて
歩いていたり、はまってしまっても、膝を上手に使って土から足を抜いていくコツをつかんだりして
いました。まさにやってみなければわからないことだったと思います。
友達と一緒に考え、協力し合って問題を解決していくことで、友達のよさを感じ、もっとこん

なことをしていきたいという仲間になっていってほしいと思います。３年生が段ボールで遊びの広
場を造った時が、まさに試してみたり友達から意見をもらったりしてどんどん工夫いっぱいの遊
びの場所が造られていました。こんなふうに『もっと～したい』というものがたくさんになっていく学
校になっていってほしいと思います。
６年目を迎えた東小学校の校舎ですが、学校に来てくださったお客様がどの方も言われる

のが『きれいな学校ですね』とおっしゃいます。５年以上たちましたというとみなさんが驚いていま
した。それは『５０年後も美しく！』を合い言葉に取り組んでいる『さしすせ そうじ』をみなさん
ががんばっているからだと思います。これからも学校を大事に使い、みんなできれいに掃除をし
ていきましょう。
最後にもう一つ、お話があります。それはいろいろなことをしていくと困ってしまうことや友達と

のすれ違いから悩んでしまうこともあるかもしれません。そんなときには、担任の先生や保健室
の西村朋子先生に相談してください。校長先生や教頭先生も相談にのります。遠慮なく相
談してください。

2019年度 チーム東小学校の職員です。どうぞよろしくお願いします
校 長 酒井 康行

教 頭 中村加津子 コミュニティースクール 見守り隊 特コ 養 護 西村 朋子 教務 保健主事 相談
１年１組 石坂 和恵 教科書 学級活動 就学前 少人数学習 中山 正子 （主に６年）
１年２組 柿崎 和子 学年主任 就学前 生活科 人権 不登校支援 中澤 茂忠 適応指導
２年１組 篠田 織恵 生活安全 外国語 事務主事 大澤 浩子 予算備品 給食費 集金

２年２組 宮崎 正幸 学年主任 緑の少年団 図書館司書 畑山 裕子
３年１組 越野 敦子 学年主任 国語 図書館 地区子供会 ALT リアム・レイモンド・カリガン
３年２組 岡村穂乃花 体育 教科書 校外体育 特別支援教育支援員 小林 和子
４年１組 阿部 哲 副教務主任 研究主任 図工 学校評価 特別支援教育支援員 窪田 妙子
４年２組 長幅 隆浩 学年主任 アプリ 清掃 特別支援教育支援員 久保 育子
５年１組 小松 純也 算数 校外体育 児童会 ト鼓隊 特別支援教育支援員 山倉かず恵
５年２組 山下 祐子 学年主任 キャリア ト鼓隊 合唱 総合 学校庁務 金児 國之
６年１組 渡辺 宏 教務主任 学校行事 学校庁務 中村 勉
６年２組 駒村 大祐 学年主任 児童会 生徒指導 体育 産休 相原 千晶
一組 伊藤 由紀 適応支援 特コ 交通安全 福祉交流
二組 松 桑原 由美子 教務、ＰＴＡ、特コ 校医（内科）島田 一秀

二組 竹 山根 久子 適応支援 家庭科 環境 校医（耳鼻科） 勝野 哲
理科専科 西澤 雄司 理科 情報 給食 校医（眼科）鴇沢 宏

音楽専科 髙村 隆一 音楽 ト鼓隊 合唱 校医（歯科）竹内 質郎
英語専科 栁澤真理子 英語・外国語活動 国際教育 学校薬剤師 宮下 恭輔 （新規）

特コ：特別支援教育コーディネ－ター

◎ＰＴＡ担当 （先頭が主任）
庶務（桑原、教頭、渡辺、山下）
一般会計（桑原） 校外生活（駒村、小松、長幅）
特別会計（山下） 施 設 （伊藤、西澤、栁澤）
学級会長＜人権＞（渡辺、柿崎） 子育て支援（阿部、山下、山根）
広報厚生（岡村、篠田、髙村、西村） 親子文庫（越野、石坂、宮崎）
サークル（教頭）

◎相談窓口 保健室（西村 朋子）校長室（校長：酒井）職員室（教頭：中村）

＜トランペット鼓隊・合唱部について＞

今年度のトランペット鼓隊の活動は、まず運動会に向けて取り組
んでいきます。合唱はトランペット鼓隊と重なる子どもたちもいるので、運動会が終わ
ったところで、今年度の募集をします。そして音楽会に向けて練習をしていく予定です。
また、トランペット鼓隊は、将軍塚祭りのパレードの要請があるので、２学期は曜日

を設定して練習日を合唱と分けて取り組んでいく予定です。


