
 

こんな時だからこそ 
校長 増井 一久 

 
 ３月の突然の臨時休校，そして，春休みを終え，７０名の新１年生が加わり，進
級し学校に戻ってきた子どもたちの明るい笑顔と共に，令和２年度がスタートしま
した。  
 １２８年の永きに渡り，地域と共に歩み，多数の優秀な人材を輩出してきた笹山
小学校が，令和２年３月３１日，惜しまれつつ閉校し，同年４月１日，木崎小学校
と統合しました。このことを祝うかのように，今年はいつもより早く桜が開花しま
した。  
 新型コロナウィルス感染は，今，世界中の問題となりました。日本国内において
は，先日，全都道府県に「緊急事態宣言」が出され，それを受け新潟市内の学校園
でも明日（２３日）から５月１０日まで，再度の臨時休校となります。かつて誰も
経験したことのない，普通の日常を取り戻せない状況は，これからもしばらく続き
そうです。  
 さて，昨年のＮＨＫ大河ドラマは，東京オリンピック・パラリンピックの気運を
盛り上げるため，「いだてん」という作品が放送されました。前半は，日本人で初め
てオリンピックに出場したマラソン選手の金栗四三氏，そして後半は，日本の水泳
競技を発展させ，１９６４年（昭和３９年）の東京オリンピック誘致に尽力した田
畑政治氏が主人公でした。日本に「スポーツ」という概念が乏しい時代から始ま
り，世界と渡り合えるまでに成長した日本のスポーツ発展に関わった先人の苦悩や
努力を知ることができました。  
 私が一番印象深いのは，俳優の役所広司さんが演じた「嘉納治五郎」（以下，治五
郎）です。治五郎は東京高等師範学校（現在の筑波大学）などの校長を務めた教育
者です。しかし，柔道の創始者と言った方が分かりやすいかもしれません。弟子の
一人は新潟県出身の西郷四郎。有名な「姿三四郎」のモデルとなった方です。  
 このドラマの中での治五郎は，日本のスポーツ界を発展させるため，人材育成，
施設の整備充実，スポーツイベントの開催など，実に様々なことに精力的に取り組
みます。また，海外の要人とも積極的に会っています。しかし，その方針や進め方
で周りの人と意見が衝突してしまうことが度々ありました。それを乗り切る時の治
五郎の決め台詞が，「こんな時だからこそ」です。「関東大震災で人々の生活はとて
も苦しくなっている。こんな時だからこそ，人々に夢や希望を与えるため大運動会
を行うんだ！」，「日本と中国が満州で戦っている。こんな時だからこそ，東京で平
和の祭典，オリンピックを開催するんだ！」等々。  
 新型コロナウィルス感染拡大防止の取組の一つとして，学校でこれまで積極的に
推進してきた，子ども同士が互いの考えを発表し合う「かかわる授業」を控えてい
ます。「こんな時だからこそ，できることはないか。」と考え行動することで，私た
ちの身を守り，そして，一人一人の成長にもつなげたいと思います。当校では，こ
んな時だからこそ，子ども一人一人が自問自答し，自分の考えを整理し，じっくり
ノートやプリントに書くことで，考える力を高める授業を創造し，実践していま
す。  
 今年度，当校は児童数４１１名，学級数１６学級，職員数３９名です。木崎小学
校は「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
者の皆様と共に，子どもたちに「夢を描く力」を育んで参ります。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上げます。  
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安立 徹  
（新潟市立太夫浜小学校へ） 

三年前，初めて子どもたちの校歌を聞いた
ときの，素晴らしい歌声が今も心に残ってい
ます。短い間でしたが，子どもたちとたくさ
ん遊び，算数や理科で楽しく勉強したことが
良い思い出です。保護者の皆様には，ご理解
とご協力をいただき，ありがとうございまし
た。 

信田 優子  
（新潟市立松浜小学校へ）   

６年間お世話になりました。 
春，玄関前の咲き始めた桜のつぼみがふ

くらんでいく様子を見るのが好きでした。 

昼休みに，中庭や体育館でみんなと鬼ご
っこをするのが大好きでした。いつも励ま
し優しくしていただいた保護者の皆様，そ
して元気で優しい木崎小学校の皆さん，本
当にありがとうございました。 

佐野 俊明  
 （新潟市立牡丹山小学校へ）  

 木崎小学校に，７年間お世話になりまし
た。いつも楽しそうな木崎のみなさんと一緒
に過ごし，たくさんの元気をもらいました。
新しい学校でもみなさんとの思い出を胸に
頑張ります。いつも温かく見守ってくださっ
た保護者の皆様，地域の皆様，今までありが
とうございました。 

佐々木 七海  
（新潟市立阿賀小学校へ） 

初めての小学校勤務で不慣れなところもあ
りましたが，皆さんの素直さ・明るさにパワ
ーをもらいながら，ここまで成長できたと思
います。保護者の皆様・地域の皆様からもた
くさんのご支援をいただきました。４年間本
当にありがとうございました。 

岡村 法子  
（ご退職）  

木崎の素直で明るい子どもたちのパワー
は素晴らしいです。子どもたちと過ごした時
間は 2ヶ月間と短かったのですが，おかげで
日々楽しく一緒に学ぶことができました。保
護者の皆様・地域の皆様からもたくさん支え
ていただきました。ありがとうございまし
た。 

坂井 成子  
（ご退職）  

 桜，こぶし，はなみずき，美しい木々に
囲まれた木崎小学校に，9 年間勤務するこ
とができました。元気で明るい子どもたち
と過ごした日々は，私の宝物です。保護者の
皆様とも楽しくお話させて頂き，感謝の気
持ちでいっぱいです。新しい木崎小学校の
発展をお祈り申し上げます。 
佐藤 尚道  

（ご退職）  

私にとって，木崎小学校は初めての講師とし
ての着任校となりました。様々な思い出と経験
を積ませていただきました。私の人生にとっ
て，貴重な学びの場となりました。 

 私をご指導くださいました先生方，素晴ら
しい児童，地域の皆様に感謝の思いでいっぱい
です。５か月間ではありましたが充実した時間
を過ごすことができました。ありがとうござい
ました。 

髙橋 庸子  
（ご退職） 

２月・３月の２か月間という短い間でした
が，事務員としてお世話になりました。 
３月はみなさんの元気で明るい声を聞く

ことができず，とてもさみしい思いをしまし
たが，歴史と伝統ある木崎小学校で勤務させ
ていただきまして感謝の気持ちで一杯です。 
 ありがとうございました。 

寺野 孝子  
（ご退職） 

この度，木崎小学校を最後に毎日の給食の
仕事を終えることになりました。 

木小のみなさんは，明るく毎日元気でラン
チタイムやなかよし給食で楽しくふれ合わ
せていただきました。 

 木崎小学校の皆様には７年という長い
間，大変お世話になりました。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！ 

 

 



 

 

 

 

伊藤 琢弥  

（新潟市立金津小学校より） 

秋葉区金津小学校より参りました

伊藤琢弥です。学区内を自転車で走

っていて，朝日連峰から守門岳，魚沼

三山まで見渡せる風景に感動しまし

た。子どもたちと楽しく活動したいと思います。よろ

しくお願いします。 

君 芳枝  

（新潟市立笹山小学校より） 

笹山小学校より参りました，君 

芳枝と申します。素直で元気いっぱ

いの木崎小学校の子どもたちに出会

えて幸せです。木崎小学校の子ども

たちといろいろなことに挑戦してみたいです。よろし

くお願いいたします。 

津野 航  

（新潟市立笹山小学校より） 

 笹山小学校から参りました。明る

く気さくな子どもたち，さわやかな

あいさつとかわいい笑顔，校地の桜

の美しさ。木崎小のすてきなところ

をたくさん見付けていけそうです。

子どもたちの成長を，全力で支えていきたいと考えま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

本間 智子  

（新潟市立太夫浜小学校より） 

太夫浜小学校から参りました本間

智子です。ふれあい 4 組を担任しま

す。同じ北区に住んでいますが，木崎

のことはまだ知らないことがたくさ

んあります。木崎小学校や，学校の子

どもたちの良いところをたくさん見つけていきたい

です。どうぞよろしくお願いします。 

舟見 絵里佳  

（新潟市立笹山小学校より） 

笹山小学校から参りました，舟見

絵里佳です。５年２組を担任します。

初日から子どもたちの元気いっぱい

の声を聞き，笑顔を見ることができ

て幸せです。これからも，子どもた

ちが笑顔でいられるよう，精一杯頑張ります。どうぞ，

よろしくお願いいたします。 

小見 悠  

（新採用） 

１年２組を担任します，小見悠と

申します。元気いっぱいの子どもた

ちと出会えて，これからの生活にわ

くわくしています。子どもたちの成

長をサポートできるよう，頑張りま

す。よろしくお願いいたします。 

長野 綾佳  

（新潟市立臼井小学校より） 

臼井小学校から参りました事務職

員の長野彩香です。笹山小学校と統

合した記念すべき年に赴任すること

ができ嬉しく思っています。事務職

員として精一杯学校をサポートして

いきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

眞田 枝実  

 

 今年度，木崎小学校に赴任してき

ました，眞田枝実と申します。元気で

明るい子どもたちから毎日パワーを

もらっています。至らない点もある

と思いますが，子どもたちに負けな

いくらいのパワーで，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。 

高野 久美子  

（新潟市立下山小学校より） 

下山小学校より参りました，事務職

員の高野久美子です。縁がありまし

て，再び木崎小学校で勤務できる事を

嬉しく感じています。業務を通じて，

子どもたちの学びの支えとなるよう力を尽くします

ので，どうぞよろしくお願いいたします。 

橋本 洋子 

（新潟市立早通南小学校より） 

 早通南小学校からきました橋本洋

子です。みんなにおいしい給食を食

べてもらえるようにがんばります。 

 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。 

 
令和２年度 木崎小学校職員 

 
校  長 増井 一久 ５年１組 津野  航 初任研担当 川上 時子 

教  頭 貝沼 浩晃 ５年２組 舟見絵里佳 図書館司書 髙橋 順子 

教務主任 盛田  聡 ６年１組 松本由香里 特別支援教育支援員 池田ゆみ子 

１年１組 竹田 美佳 ６年２組 佐々木達弥 特別支援教育支援員 大槻 宏美 

１年２組 小見  悠 ふれあい３ 伊藤 琢弥 用 務 員 青木  哲 

１年３組 野澤 千尋 ふれあい４ 本間 智子 調 理 員 本橋 恵子 

２年１組 吉田 祥子 外国語指導 越  和代 調 理 員 斉数 至子 

２年２組 堀  麻美 養護教諭 今井 朱実 調 理 員 橋本 洋子 

３年１組 河内 真弓 栄養教諭 長谷川綾子 調 理 員 田澤 亜樹 

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

３年３組 君  芳枝 事 務 高野久美子 地域教育コーディネーター 野村 浩平 

４年１組 齋藤 恵子 講 師 眞田 枝実 スクールカウンセラー 佐藤 千草 

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

 

令和２年度 児童在籍数（令和２年４月１日現在） 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

７０ ６５ ７９ ７１ ６５ ６１ ４１１ 



 


