
 

「一秒を大切に」 
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５９名の新１年生を迎え，子どもたちの明るい歓声に包まれた春が訪れました。  

 

 今年は日本の国にとっても，木崎小学校にとっても大きな節目の年です。  

 日本の国が節目の年というのは，ご存じのとおり，まもなく元号が「令和」に変わ

るということです。１０連休明けの登校日は令和時代に入っていることになります。 

 木崎小学校にとっての節目の年には二つあります。  

 一つ目は，今年は木崎小学校創立１４５年目ということです。当校の長い歴史をみ

んなが実感できる一年にしたいと考えています。  

 もう一つは，来年の笹山小学校との統合のための準備の最終年であることです。そ

のために今年は各学年で笹山小学校と当校の子どもたちが一緒に学習したり，様々な

活動をしたりします。  

  

 さて，４月８日の前期始業式，２年生以上の子どもたちに次のように話をしました。 

２０１９年４月２５日  

２０１９年度 第１号  

 みなさん一人一人にぜひ実行して欲しいことがあります。それは，「一秒」を

大切にということです。  

 何の「一秒」でしょう。実は行動を起こす前の「一秒」のことです。例えば，

朝のあいさつをする前の一秒，靴を下駄箱に入れる前の一秒です。その時，「元

気よくあいさつしよう」，「丁寧に靴を入れよう」のように，心の中で自分自身

を励ましてほしいのです。  

ぜひ，実行しましょう。きっと幸せな気持ちになりますよ。  

始業式から２週間余りが過ぎました。満開の桜，こぶし，木蓮など，春を彩る様々

な木々の中で子どもたちは元気に活動しています。朝，玄関に立つ私に「おはよう

ございます」と，さわやなかなあいさつをしてくれる子どもがたくさんいます。  

自分を奮起させる応援団長は自分自身です。生活の様々な場面で，よりよい自分

を引き出すため，「自分を励ます『一秒』を大切に」は，これからも折に触れ子ども

たちに話をしたいと思います。  

 

今年度，当校は全校児童数３６０名，学級数１５学級，職員数３６名でスタート

しました。木崎小学校はこれからも地域や保護者の皆様と共に，「自分の力に自信

をもち，木崎を誇れる子ども」の育成に全力を注ぎます。  

どうぞ今年度も皆様より当校の教育活動へのご理解とご支援を賜りますようお願

い申し上げます。  

 



 

 

 

 

 

 

校長 長沢 剛  

（新潟市立矢代田小学校へ） 

本当に素直で元気な子どもたちと触れ合
い，愛おしさが募る２年間でした。全員の名
前も覚えました。ＰＴＡのピカピカ計画で床
をきれいにしたことから，トイレ工事，東京
五輪の年に合わせた笹山小との統合，校舎の
外壁や内装工事がとんとん拍子に決まり，こ
れから新生木崎小がますます良くなる予感が
します。皆様大変お世話になりました。心よ
り感謝申し上げます。木崎小に幸多かれ！ 

小出 典子  

（新潟市立小合小学校へ）   

木崎小学校では，たくさんの思い出をい
ただきました。清掃の時間，すみずみまで
一生懸命に雑巾がけをする姿やなかよし遠
足で低学年を高学年がおんぶしたり，リュ
ックを持ってあげたりする姿がとても印象
的でした。心温かい人たちがたくさんいま
した。３年間，お世話になりました。ありが
とうございました。 

本多 尚江  

 （新潟市立下山小学校へ）  

木崎小学校では，１年間お世話になりました。短

い間でしたが，一年生を担任させていただき，

日々成長する子どもたちの姿を近くで見られた

ことが幸せでした。温かい保護者の皆様，地域の

皆様に支えられて，充実した毎日を過ごすこと 

ができたことを感謝しております。 

 大変ありがとうございました。 

村山 稔  

（新潟市立坂井東小学校へ） 

５ヶ月間，１年２組の担任として同僚に支
えながら勤めることができました。「相手の
気持ちを考えるようになった。目を見て話せ
るようになった。」と心の成長を見せてくれ
た子どもをうれしく思います。地域の方の温
かい想いを感じながら，子どもと過ごすニコ
ニコ広場が好きでした。保護者の方からも声
を掛けていただき，感謝します。 

後藤 あさ子  

（ご退職）  

木崎小学校では，６年間お世話になりまし
た。明るく，優しい子どもたち，温かい保護
者の皆様，地域の皆様に支えられて，充実し
た日々を過ごすことができました。桜の木の
下で食べたなかよし給食，助け合って歩いた
全校遠足など，すてきな思い出ができまし
た。ありがとうございました。 

齋藤 博美  

（新潟市立両川小学校へ）  

元気で明るい木崎小学校の皆さんの笑顔
が忘れられません。これからも力をつけ，人
にやさしくできるよう，心と体を培ってく
ださい。応援しています。新任地でも頑張り
たいと思います。ありがとうございます。 

川崎 恭子  

（新潟市立東山の下小学校へ）  

木崎小学校では，お世話になりました。「お
はようございます。」と自分からあいさつを
する人，「次の授業楽しみにしています。」と
素直な気持ちを表す人，やさしい人，元気の
良い人など，いろいろなきざきっ子と楽しく
過ごさせていただきました。ありがとうござ
いました。 

片岡 文恵  

（新潟市立早通南小学校へ） 

木崎小学校では３年間お世話になりまし
た。苦手な物も頑張って食べてくれる木崎小
の子どもたちの献立作成は，とても楽しく，
嬉しい日々でした。また，きざキッズすこや
か週間の取組など，保護者の皆様にもたくさ
んのご協力をいただき，感謝しております。 
ありがとうございました。 

今井 夏希  
（ご退職） 

２年間という短い間でしたが，大変お世話
になりました。明るくて優しくて，ユーモア
あふれる子どもたちと，温かい保護者に支え
られて，毎日楽しく過ごすことができまし
た。木崎の子どもたちをこれからも応援して
います。本当にありがとうございました。 

 

転・退職職員の皆様 

ありがとうございました！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

校長 増井 一久  
（新潟市立上所小学校より） 

 創立１４５周年目を迎える歴史

と伝統ある木崎小学校に勤務させ

ていただくこととなりうれしい気

持ちでいっぱいです。笹山小学校

との統合に向け大きな節目の年。

子どもたちに夢を描く力を育むた 

め，これからも地域の皆様と共に歩む学校を創りま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

鈴木 美樹  
（新潟市立亀田小学校より） 

  亀田小学校から参りました鈴木

美樹です。１年生の担任になりま

した。同じ北区の葛塚で育ちまし

たが，木崎のことはまだ知らない

部分が多くあります。子どもたち 

と一緒に地域のお宝をたくさん見付けたいと思いま

す。子どもたちが充実した学校生活を送れるよう支

援してまいります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 
野澤 千尋  
（新潟市立大形小学校より） 

東区，大形小学校から参りまし

た。この地域のことはまだあまり

分かりませんが，きっとすてきな

ところがたくさんあるのだろう

なと，これからの生活をとても楽 

しみにしています。もちろん，いちばん楽しみにし

ているのは子どもたちに会うことです。保護者や地

域の皆様には，これからお世話になります。よろし

くお願いいたします。 

 

 長谷川 綾子  
（新潟市立早通中学校より） 

 この春，早通中学校から参りま

した長谷川 綾子です。雪解けを

迎える山々が美しい風景を前に，

新たな気持ちでスタートすること

ができました。食事の面から子ど 

もたちの心と体を支え，食の楽しさを皆さんと分か

ち合いたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

盛田 聡  
（新潟市立太夫浜小学校より） 

 ２９年度，一緒に「鼓童」の演

奏を鑑賞させていただいた太夫浜

小学校より参りました，盛田聡で

す。今年度６年生を担任します。

木崎小学校のみなさんと，いろい 

ろな活動ができることを楽しみにしています。保護

者，地域の皆様に，いろいろお世話になることと思

います。よろしくお願いいたします。 

齋藤 恵子  
（新潟市立阿賀小学校より） 

「鉄道の町」で有名な新津，秋

葉区阿賀小学校より参りました齋

藤恵子です。明るく元気な木崎小

学校の子どもたちとの出会いをう

れしく思っています。保護者の皆 

様，地域の皆様のご協力をいただきながら，子ども

たちを支援できるよう精一杯努めさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

佐々木 達弥  
（新潟市立東中野山小学校より） 

東区の東中野山小学校より参り

ました，佐々木達弥と申します。

元気いっぱいの木崎小学校の子ど

もたちに出会えて幸せです。保護

者，地域の皆様と手を取り合って

子どもたちのサポートをしたいと 

思っています。お世話になります。よろしくお願い

します。 

阿部 由美子  
（南区教育相談室より） 

 南区の味方にある「南区教育相

談室」からこの度，ご縁があって 

木崎小学校に勤務することになり

ました。豊栄地区は，私にとって

何かと縁がある土地なので，がん 

ばりたいと思います。よろしくお願いします。 



ぴかぴかの１年生 

入学したての１年生，登下校や授業，休み時間など元気いっぱいに生活しています。 

朝の様子 ６年生がお世話をしています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
    

２０１９年度 木崎小学校職員 

校 長 増井 一久 ５年１組 松本由香里 級 外 阿部由美子 

教 頭 貝沼 浩晃 ５年２組 佐々木達弥 図書館司書 高橋 順子 

教務主任 安立 徹 ６年１組 河内 真弓 特別支援教育支援員 池田ゆみ子 

１年１組 吉田 祥子 ６年２組 盛田 聡 用務員 青木 哲 

１年２組 鈴木 美樹 ふれあい３ 佐野 俊明 調理員 本橋 恵子 

２年１組 竹田 美佳 ふれあい４ 坂井 成子 調理員 斉数 至子 

２年２組 齋藤 恵子 外国語指導 越 和代 調理員 寺野 孝子 

２年３組 堀江 和宏 養護教諭 今井 朱実 調理員 田澤 亜樹 

３年１組 堀 麻美 栄養教諭 長谷川綾子 地域教育コーディネーター 吉田 陽子 

３年２組 藤井 聡美 主 事 佐々木七海 地域教育コーディネーター 野村 浩平 

４年１組 野澤 千尋 事 務 員 高野久美子 スクールカウンセラー 佐藤 千草 

４年２組 信田 優子 級 外 青野 稔 ＡＬＴ Chantel Banbury 

２０１９年度 児童在籍数（２０１９年４月１日現在） 

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

５９ ６８ ５９ ６１ ５０ ６３ ３６０ 


