
  
 

ありがとうの力 

校長 増井 一久 

 ある日，テレビから「オブリガータ」（私にはその

ように聞こえました）という言葉が耳に入りました。

何気なくテレビに目をやると，ポルトガルの方が番組

の終わりに「ありがとう，また観てね！」というよう

な挨拶をしている場面でした。  

 その時，ふと「オブリガータ→アブリガータ→アリ

ガータ→アリガート→ありがとう」のように，「ポル

トガル語の『オブリガータ』は日本語の『ありがとう』

に似てる」と思いました。さらに「ありがとうの語源

は『オブリガータ』である。」と勝手に仮説を立てて

みました。  

 調べてみると次のことが分かりました。  

 私には「オブリガータ」と聞こえていましたが，ポ

ルトガル語では「ありがとう」を男性に対しては「オ

ブリガード」，女性に対しては「オブリガーダ」と言

うのだそうです。  

 私の仮説「ありがとうの語源はポルトガル語？」に

ついては，断定はできませんでしたが，鉄砲伝来の頃

（１６世紀），ポルトガル人の話す言葉から日本に「あ

りがとう」が広まったとの説を唱える学者がたくさん

いることが分かりました。となると，「『ありがとう』

の前は，なんと言っていたのだろう？」と新たな疑問

が沸き調べてみました。答えは「忝い（かたじけない）」

です。時代劇で時折聞く言葉ですが，現代では全くと

言っていいほど使われません。  

 「ありがとう」は，「めったにない」「めずらしい」を意味する「有り難し」という言葉が語

源であり，「有り難し」が「有り難く」となり「ありがとう」となったという説もあります。  

 諸説は色々あるものの私たち日本人は「ありがとう」という言葉が大好きです。言った人も言

われた人もいい気持ち，幸せな気持ち，勇気や元気が沸き上がり，その場の雰囲気も和みます。

「ありがとうの力」には計り知れないものがあると思います。こんなに素晴らしい力をもった言

葉，皆さんもふだんから生活の様々な場面で「ありがとう」を言ったり，伝えたりしていると思

います。だったら，さらに意図的に「ありがとう」を発する機会を多くすればするほど，もっと

もっといい気持ち，幸せな気持ち，勇気や元気が沸き上がるのではないでしょうか。  

 今年度，木崎小学校は学級数１７学級，職員数３７名です。「今，できることを『チーム木崎』

で」を合い言葉に，これからも地域や保護者の皆様とともに，子どもたちに夢を描く力を「あり

がとうがあふれる教育活動」を通して育んで参ります。  

 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あげま

す。  
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教頭 貝沼 浩晃  

（新潟市立上所小学校へ） 

今頃，木崎小は桜やこぶしの花がきれ

いに咲いているころでしょう。 

明るくて元気な子どもたちは，たくましく

きれいな木々の花のイメージと重なりま

す。素敵な子どもと出会えたことに感謝で

す。保護者の皆様，地域の皆様には大変

お世話になりました。 

松本 由香里  

（新潟市立女池小学校へ）   

木崎小学校では７年間お世話になり

ました。長いようで，あっという間の日々

でした。毎年，運動会で一緒にダンスを

踊るのが楽しみでした。桜の木の下で

みんなと一緒にのんびりするのが大好

きでした。思い出されるのは楽しくて幸

せなことばかりです。木崎小学校の子ど

もたちの活躍をこれからも遠くからずっ

と応援しています。保護者の皆様，地域

の皆様，あたたかいご支援本当にあり

がとうございました。 

 堀江 和宏 

（新潟市立阿賀小学校へ） 

三年間という短い期間ではありました

が，保護者，地域の方々には大変お世話

になりました。子どもたちと行った町探

検，とっても楽しかったです。神楽の学習

も面白かったです。子どもたちと深く木崎

を学べたのは，地域のみなさんのご協力

があってのことです。ありがとうございま

した。 

坂井 成子  

 （ご退職）  

 花々が一斉に咲きかおる春。みなさん

お元気でしょうか。短い間でしたが，かわ

いい子どもたちと楽しく過ごさせてもらい

ました。勉強運動，どんなことにもがんば

って取り組む木崎小学校の子どもたちが

大好きでした。保護者の皆様，あたたか

いご支援ありがとうございました。 

高野 久美子  

（新潟市立松浜小学校へ）  

この度，松浜小学校へ転出することに

なりました。縁あって２度，木崎小学校で

勤務する機会に恵まれ，子どもたちの成

長をより感じながら業務できたことが嬉

しかったです。ご支援くださった保護者

の皆様，地域の皆様に感謝申し上げま

す。ありがとうございました。 

伊藤 恵子  

（ご退職）  

短い間でしたが久しぶりに小学校で

働くことができ，楽しい日々を過ごすこと

が出来ました。お世話になりました。 

 

転・退職職員の皆様 

ありがとうございました！ 

 

 



 

 

 

 

教頭 菅原香代  

（新潟市立大形小学校より） 

私は５年前に，何度も放課

後の「にこにこ広場」へ来てい

ました．保護者や地域の方が

色々な工夫をして子どもたち

の活動を支えていました。そんな木崎小学校に

つとめることができてうれしいです。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

齋藤 眞朋  

（新潟市立松浜小学校より） 

級外の齋藤眞朋（さいとう 

まさとも）です。様々な学級の

授業で、みなさんと会えるのを

楽しみにしています。私は、宇宙の仕組みや進

化について興味があるのですが、楽しいお話や

役に立つ情報なども、お伝えできたらいいなと

思っております。 

八幡 里香  

（新潟市立日和山小学校より） 

 中央区日和山小学校より参

りました，八幡里香と申しま

す。３年２組を担任いたしま

す。 

 木崎小学校の子どもたちのいいところ，地域

のいいところをたくさん見つけていきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

角田 菜穂  

（新潟市立船江図書館より） 

図書館司書の角田菜穂と申

します。1 年ぶりの学校司書で

ワクワクしております。子ど

もたちが楽しく読書や学習に

取り組めるようにしていきたいと思います。木

崎小学校の子どもたち、保護者の皆様、地域の

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

永川 茜  

（新採用） 

2 年 3 組を担任します，

永川茜と申します。これか

ら素敵な子どもたちと過ご

すことができる毎日に幸せ

と期待をいだいております。木崎小学校の一員

として，精一杯頑張ってまいりますので，どう

ぞよろしくお願いいたします。 

畠山のぞみ  

（新潟市立葛塚小学校より） 

葛塚小学校より参りまし

た。元気いっぱいの子どもた

ちと色々な事に挑戦しなが

ら共に成長していきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

小林 佐和子  

（新潟市立葛塚小学校より） 

葛塚小学校より参りまし

た。木崎小学校の見事な桜や

ハナミズキに迎えられ、心が

躍る春となりました。子ども

たちが充実した学校生活を送ることができる

よう、周りの方々と協力して、全力でサポート

したいと思います。よろしくお願いいたします 

 

 

 



ぴかぴかの１年生 

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

 
令和３年度 木崎小学校職員 

 
校  長 増井 一久 ５年１組 吉田 祥子 初任研担当 川上 時子 

教  頭 菅原 香代 ５年２組 津野  航 図書館司書 角田 菜穂 

教務主任 盛田  聡 ６年１組 藤井 聡美 特別支援教育支援員 池田ゆみ子 

１年１組 君  芳枝 ６年２組 舟見 絵里佳 特別支援教育支援員 畠山 のぞみ 

１年２組 齋藤 恵子 けやき 伊藤 琢弥 用 務 員 青木  哲 

２年１組 竹田 美佳 さくら１ 本間 智子 調 理 員 本橋 恵子 

２年２組 佐々木 達弥 さくら２ 小林 佐和子 調 理 員 斉数 至子 

２年３組 永川  茜 養護教諭 今井 朱実 調 理 員 橋本 洋子 

３年１組 佐藤  悠 栄養教諭 長谷川綾子 調 理 員 田澤 亜樹 

３年２組 八幡 里香 副主査 長野 彩香  地域教育コーディネーター 吉田 陽子 

４年１組 河内 真弓 級外教員 齋藤 眞朋 スクールカウンセラー 佐藤 千草 

４年２組 眞田 枝実 非常勤講師 阿部由美子 Ａ Ｌ Ｔ Chantel Bambury 

４年３組 堀  麻美 

 

令和３年度 児童在籍数（令和３年４月１日現在） 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

５３ ６９ ６５ ７８ ７０ ６５ ４００ 



 


