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入学してよかった関前南小学校、卒業してよかった関前南小学校
副校長

篠

宏明

学校の木々に若葉が芽吹きよい季節になりました。さて、私 ４月１日より本校に着
任しました副校長

篠 宏明です。どうぞよろしくお願いします。

先日、休み時間に校舎内を歩いていると、子どもたちが「あ、副校長先生だ！」
「副校長先生、こんにちは。」と笑顔で挨拶をしてくれました。私は、うれしくてたま
りませんでした。私は子どもたちに負けないくらいの笑顔で応えました。
「こんにちは。」
と。すると、子どもたちが私の周りにどんどん集まってきて、「副校長先生、なにかや
って。なにかやって。」というので、子どもたちの前で、始業式の転入教職員の紹介の
時に踊った「Ｉhave a pen. I have a~」ピコ太郎のダンスをし、さらに子どもたちと仲
良くなりました。休み時間に、校庭で教員と楽しく遊んでいる子どもたちの様子を見て
いると、元気で素直で明るい子が多い関前南小学校に着任できてよかったと、心からそ
う思いました。
私は、野外活動、野球、卓球、サッカー、バレーボールなどのスポーツが大好きです。
高校野球を観に、甲子園にもよく行きます。今年の春の選抜高校野球でも、無心で白球
を追いかける高校球児の姿には、胸を打つものがありました。
スポーツだけではなく、学習や生活の中でも自分ができなかったことを、歯をくいし
ばって努力し続け、最後にはできるようになったときの喜びは格別です。そういう体験
のある子どもは、別の面で困難にぶつかってもあきらめずに乗り越えようと努力するも
のです。なるべく早いうちに、それも親や教師の見守っている前で上手に壁を越えさせ
る体験をさせることが必要だと考えます。
校内で先生方から「算数の思考力を問う問題などがあると、すぐにあきらめてしまう
子どもがいますね。」「文章問題を解くのを面倒くさがりますね。」という声を聞くこと
があります。「教師は、授業で勝負！」本校の進むべき方向の大きな柱は「自ら学び、
考え、主体的に表現する子どもの育成」です。教師一人一人が OJT と個人研究を基本
に据えた校内研究体制を構築し、授業改善を行い児童一人ひとりの学力を向上させ、学
校、保護者、地域が一つになって、「入学してよかった関前南小学校、卒業してよかっ
た関前南小学校」と子どもたち一人一人が、心から思えるような学校にしていきます。

異動した職員より、皆様へのお礼のご挨拶です。 ありがとうございました。
４年間、学校・保護者・地域の皆様には
大変お世話になりました。これまでの教員
生活の中で、一番思い出がつまった時間で
した。子どもたちのよりよい環境をつくる
ために、頑張ってくださっている方々の存
在にも気付くことができました。子どもた
ちの成長を肌で感じることができ、嬉しか
ったです。
副校長 水井 美智子

関前南小では、９年間という長い期間お
世話になりました。元気な子どもたちと、
自然の多い環境、協力的な保護者・地域の
皆様に囲まれ、一生心に残る素晴らしい思
い出をたくさんつくることができました。
これからも関前南小が素晴らしい学校
であり続けることを心から願っておりま
す。
主幹教諭 藤間 研吾

関前南小学校に勤務していた８年間に
は、様々な出来事がありました。東日本大
震災によってセカンドスクールが、山形県
の遊佐から長野県の戸狩になりました。40
周年、45 周年も迎えました。素直な子ども
たちと楽しく過ごせた８年間、本当にお世
話になりました。ありがとうございまし
た。
主任教諭 北山 陽子

さまざまな季節を、子どもたちと一緒に
楽しんできた関前南小。６年間の時を過ご
し、宝物をたくさんいただきました。至ら
ないところも多々ありましたが、保護者の
皆様の温かさに感謝しています。ありがと
うございました。子どもたちの笑顔を思い
出しながら、新しい場所で力を尽くしたい
と思います。
教諭 片山 真弓

関前南小学校で５年間を過ごした後、ド
イツのミュンヘン日本人国際学校に赴任
していました。セカンドスクールで、遊佐
や飯山の大自然を肌で感じ、子どもたちと
思い出に残る活動ができたことが印象に
残っています。関南の子どもたちのこれか
らの成長を願っています。ありがとうござ
いました。
主任教諭 五十嵐 幸一

９月からの短い期間でしたが、私にとって
関前南小学校は以前の勤務校でもあり、25
年ぶりに懐かしい音楽室で子どもたちと勉強
をしました。子どもたちの音楽に対する意欲
の高さと表現力の高さに助けられて楽しく過
ごさせて頂きました。吹奏楽クラブの皆さんの
小学生とは思えないほどの表現力に驚き、小
学生の新たな可能性を見つけることができま
した。これからも楽しい音楽や感動できる音楽
にたくさん出会えることを祈っております。
講師 新野辺 俊夫

「孫」の見守りというお仕事
私は息子たちが未婚でありますので、
「孫」がおりません。
中休み、昼休みなどの「孫＝児童」の見
守りは、決して退屈でないばかりか、いろ
いろと触発される場面もあり、はらはら含
みの充実した時間を過ごさせてもらいま
した。
用務主事 岡本 司朗

朝のすずめ門に子らが登校します。笑
う、無言、わめく、仲間と手をつなぐ、白
線だけを踏む、グルグル回る、ジグザグ斜
め、走る、走れ……おや、最後の子はスキ
ップしながら来ますねえ。門を閉めると、
つばくろがオリーブをくわえて宙に円を
描きます。みんなに仲良くしてもらいまし
た。幸せものです。
用務主事 井上 愛夫

異動してきた職員より、皆様へのご挨拶です。 どうぞよろしくお願いします。
子どもたちの明るい挨拶で、毎日元気をも
らっています。地域・保護者の方々に支えら
れ、子どもたち一人ひとりがひたむきに伸び
伸びと活躍している関前南小学校に着任でき
て、とてもうれしく思っています。子どもたちの
夢の実現にむかって、教職員一同、力を合わ
せて頑張っていきます。
副校長 篠 宏明

みなさん、はじめまして。この度、市内の第
一小学校から異動してきました。
関前南小学校の子どもたちの、素直で前
向きな面を、始業式から感じることができまし
た。
あいさつが盛んに交わされる学校をつくっ
ていきましょう。どうぞよろしくお願いいたしま
す。
主幹教諭 後藤 潤

校庭のアンズやビワの木に実がなるの
が楽しみです。ビオトープには、オタマジ
ャクシがいるので、学校にはカエルが棲ん
でいるのでしょう。教材として活用できそ
うな植物や動物に恵まれた関前南小学校
に着任できて嬉しく思います。よろしくお
ねがいします。
主任教諭 杉田 高明

みなさんこんにちは。新規採用教員とし
て、この関前南小学校に着任しました、鈴木
里実です。子どもたちの明るいあいさつと笑
顔を見て、これからの学校生活が楽しみにな
りました。子どもたちと一緒にいろいろなことを
発見し、共に成長していきたいと思っていま
す。これからよろしくお願いします。
教諭 鈴木 里実

今年度、関前南小学校に参りました、大久
保智子です。広い校庭でたくさん走り回って
いるだけあって、とても元気な挨拶をしてくれ
る子どもたち。そんな子どもたちに会えて、と
てもうれしいです。3 年生から６年生までの算
数で、どんな一年になるのかな、と楽しみにし
ています。どうぞ、よろしくお願いします。
講師 大久保 智子

今年度より、関前南小学校の音楽専科の
講師となりました細野恵です。早速音楽の授
業がスタートしていますが、日々、子どもたち
の元気な歌声にパワーをもらっています。こ
れから関前南小学校の子どもたちと素敵な音
楽を作っていけることを楽しみにしています。
どうぞよろしくお願いします。
講師 細野 恵

今年度より、特別支援教室専門員として関
前南小学校に参りました富田孝子です。週に
４日、かわせみ教室だけではなく、いろいろな
クラスの皆さんと一緒に勉強をします。関前南
小の子どもたちが皆、学ぶことは楽しいと感じ
てくれたらと思っています。よろしくお願いしま
す。
特別支援教室専門員 富田 孝子

本宿小学校から参りました。関前南小学
校の子どもたち、先生方、保護者の皆さん、
地域の皆さんに出会えたことを大切にし
て、関前南小学校の安全とよりよい環境づ
くりに微力ながらお役に立てればと思っ
ています。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
用務主事 高宮 光雄

京都で生まれた東京人ですが、関西弁で
しか話せません。縁あって、関前南小で働か
せて頂くことになりました。
新しい環境に慣れるまで戸惑いはあります
が、皆様のご指導の下、「チーム関南」の一
員として一生懸命活動したいと思います。皆
様、よろしくお願い申し上げます。
用務主事 中下 克俊

・気持ちのよいあいさつを
しよう
・物を大切にしよう

今月は「あいさつ月間」で、生活目標は「気持ちの
よいあいさつをしよう」
「物を大切にしよう」です。
学校生活は、朝の「おはようございます」からスタ

５月の行事予定
全校朝会 オーケストラ鑑賞教室（６）
家庭訪問（低）
朝読書 自転車教室（３）
２ 火
離任式
３ 水 憲法記念日
１ 月

ートします。相手の目を見てあいさつをすることがで

４ 木 みどりの日

きる児童が多くいます。反面、恥ずかしさからか声が

５ 金 こどもの日

小さかったり、うつむき加減であったりする児童の姿

６ 土

も見られます。引き続き、気持ちのよいあいさつであ

７ 日

ふれる学校になるよう指導していきます。
進級すると、学習で、今まで使っていなかった物や
教室を使うことがあります。それぞれの物の使い方、
特別教室でのルールを確認して、みんなが使うものや
教室を大切に使うことができるようにしていきます。
（生活指導部）

全校朝会 特別時程 ＰＴＡ総会
栄養指導（２－１）
９ 火 朝読書 消防車写生会（低）
８ 月

10 水 集会（代表委・委員長紹介）
朝読書 委員会活動
11 木
栄養指導（２－２）
12 金 安全指導
13 土

【第４６回運動会】

14 日 もりもり森クラブ

５月２７日（土）の運動会に向け、８日（月）から

抜け方を練習しました。また、しっかりと腕を振る、

15 月 全校朝会 教育実習始 特別時程
朝読書 避難訓練 特別時程
16 火
運動会係活動（高・放課後）
音楽朝会（運動会の歌）
17 水 交通安全教室（１）
読書動機づけ指導（３）
18 木 朝読書 クラブ活動

力強い走り方の練習にも取り組みました。

19 金 ふれあいタイム

特別時間割となり、本格的な練習が始まります。
４月の体育では、
「気を付け」
「休め」の正しい姿勢
や整列、行進などの集団行動を中心に取り組みまし
た。また、短距離走のスタートの姿勢やゴールの駆け

今月は、低・中・高学年の団体演技の練習が始まり、
連日の練習で疲労がたまっていくと思います。ご家庭
では十分な睡眠、栄養補給、休息をお願いします。
高学年の児童は、運動会を成功させるために、様々
な場面で係活動に取り組みます。当日はいつもの学校
生活とは違う子どもたちの姿も、是非ご覧ください。
運動会の特別種目の「マイムマイム」を午前中の最
後にたてわり班で行います。保護者や地域の皆様、今
年もお誘い合わせのうえ、ご参加ください。
日程などの詳細については、
「運動会のお知らせ」
をご覧ください。
（体育的行事委員会）

20 土
21 日
22 月 全校朝会
23 火 全校練習 運動会係活動（高・6 校時）
24 水 全校練習
25 木 全校練習
学級の時間（東京ベーシック・ドリル）
26 金
運動会前日係準備（高・5，6 校時）
27 土 運動会
28 日 （運動会予備日）
29 月 振替休業日
30 火 朝読書 調理員訪問（１－２）
31 水 学級の時間 調理員訪問（１－１）

