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学校だより 六ＧＯっ子
平成３０年４月１５日

（館林市立第六小学校 TEL 72-4060 ・ FAX 72-4072） 校長 小山 真一

笑顔あふれる、明るく楽しく元気な学校づくり
いよいよ、平成３０年度が始まりました。春は別れの季節

でもあり、出会いの季節でもあります。本校でも例年になく

多い１５名の先生方が転退出され、１３名の先生方が転入し

ました。子どもたちにとっては、戸惑いや不安など複雑な気

持ちが入り交じった新任式となりました。しかし転入された

先生方のあいさつが始まると、真剣に聞き入り、早くも気持

ちの切り替えができた子がほとんどで安心しました。

また、新任式の校歌斉唱では、卒業していった６年生の分

＜六小の桜 ３／２９撮影＞まで、一生懸命大きな声で元気に歌うことができ、とても嬉

しく思いました。

この日は、全校３２９人の子どもたちにとって、新しい級友と担任の新たな船出の日となり

ました。この１年間の航海で、子どもたち同士お互い切磋琢磨し、絆を深め、一回りも二回り

。 、も大きく成長して帰港できることを願っております 子どもたちの健やかな成長を支えるのは

学校と保護者 さらには地域です これから始まる１年間 学校と連携・協力を図りながら 笑、 。 、 、「

顔あふれる、明るく楽しく元気な学校」を目ざし、努めてまいりますのでよろしくお願い申し

上げます （学校経営方針は、第六小学校ホームページにアップしましたのでご覧ください ）。 。

新たな気持ちで始業式！
始業式では これから大切にしたいことを３つ話しました 気、 。「

持ちのよいあいさつをする」と「思いやりの心を大切にする」と

「話をしっかり聞く」です。３つのことを守って、みんなで協力

して、笑顔あふれる、明るく楽しく元気な学級を、学年を、学校

をつくっていきましょう、と呼びかけました。

担任発表では、先生の名前を呼ぶごとに子どもたちの歓声が響

＜立派な態度です＞いていました。進級して新たな気持ちでがんばろうという表情が

伝わってきました。

入学式における新入生を迎える言葉！
、引き続き行われた入学式では

４７人のピカピカの１年生が式

に臨みました。在校生を代表し

て６年生の子どもたちが式に参

加し、盛大に新入生を迎えるこ

とができました。１年生と４つ

の約束をしました 「あいさつを。

しましょう」と「お友達と仲良

＜記念写真もしっかり撮れました！＞くしましょう」と「人の話をしっ

かり聞きましょう」と「命を大切にしましょう」です。教育委員会の上村学校教育課長様から

は 「勉強をしっかりしましょう」と「運動をしっかりしましょう」と「友だちをたくさんつく、

りましょう」というお話がありました。１年生は、ワクワクドキドキしながらも、来賓の長柄

ＰＴＡ会長様のお話をしっかりした態度で聞いていました。１年生の多くの児童が、担任の呼

名に大きな声で返事をし、話もしっかり聞いて答えることができていたので、これからが楽し

みです。



※在職１年未満は「１年」と記載年度末の教職員の異動を紹介いたします。
◎転出された先生方 ～お世話になりました～

教 頭 川島 幸秀 先生 館林市立第二中学校へ （本校在職１年間）

教 諭 小松原孝雄 先生 ご退職 （本校在職３年間）

教 諭 松本 茂治 先生 ご退職 （本校在職７年間）

教 諭 野村 厚子 先生 ご退職 （本校在職８年間）

教 諭 田沼 純子 先生 館林市立第一小学校へ （本校在職７年間）

教 諭 奈良 明 先生 館林市立第十小学校へ （本校在職１年間）

教 諭 小倉 翔平 先生 太田市立九合小学校へ （本校在職３年間）

教 諭 木暮 秀行 先生 館林市立第四小学校へ （本校在職２年間）

教 諭 田島みさき 先生 高崎市立矢中小学校へ （本校在職３年間）

事務長 川島 幸子 先生 明和町立明和西小学校へ（本校在職２年間）

教 諭 須永 翔太 先生 館林市立第一中学校へ （本校在職１年間）

教 諭 北爪 美晴 先生 太田市立養護学校へ （本校在職２年間）

栄養士 高木 麻衣 先生 館林市立第三中学校へ （本校在職１年間）

教 諭 青木 尚子 先生 館林市立第一小学校へ （本校在職２年間）

介助員 栗原久仁子 先生 館林市立第二小学校へ （本校在職１年間）

◎転入された先生方 ～よろしくお願いいたします～

教 頭 佐藤 和弘 先生 館林市立第八小学校より

教 諭 石﨑菜穂子 先生 館林市立第三中学校より

教 諭 大竹麻莉子 先生 館林市立第二小学校より

教 諭 大澤三恵子 先生 太田市立尾島中学校より

教 諭 加藤 直也 先生 高崎市立長野郷中学校より

教 諭 今北 泰広 先生 新採用

教 諭 江原 文子 先生 館林市立第四小学校より

教 諭 岩﨑 和代 先生 館林市立第七小学校より

教 諭 青木 貴大 先生 館林市立第一小学校より

教 諭 大川 葵 先生 新規

栄養士 清水由美子 先生 明和町立明和西小学校より

教 諭 樺澤 香里 先生 館林市立第三小学校より

教 諭 籠谷 翼 先生 館林市立第一中学校より

学級担任等の紹介をいたします。１年間よろしくお願いいたします。
１年１組担任(主任) 岡村 博美 校 長 小山 真一

１年２組担任 石﨑菜穂子 教 頭 佐藤 和弘

２年１組担任(主任) 大関 美貴 教務主任 丸岡 聡

２年２組担任 加藤 直也 学力向上 小林 智恵

３年１組担任(主任) 長谷川真弓 音楽・家庭科専科 大竹麻莉子

３年２組担任 今北 泰広 教諭補助員 籠谷 翼

４年１組担任(主任) 岩崎久美子 養護教諭 日塔 夏美

４年２組担任 野村 愛美 拠点校指導教員 島田加代子

５年１組担任(主任) 星野 歩美 事務主事 田島亜希帆

５年２組担任 青木 貴大 主任栄養専門員 寺尾 香

６年１組担任(主任) 山屋 順子 栄養教諭 飯島 結花

６年２組担任 大澤三恵子 栄養士 清水由美子

三組担任 大川 葵 用務長 大澤 方広

四組担任 江原 文子 校務員 中村 記江

五組担任 岩﨑 和代 図書事務 関根 純恵

ＡＬＴ 中村 千織カイル・スチュアート スクールカウンセラー

ＡＬＴ ケイティ・メイリン 介助員 齋藤 千恵

初任研後補充 樺澤 香里 介助員 大川恵美子

「六GOっ子」の発行について
学校だより「六GOっ子」の執筆は基本的に小山真一が行います。ご意見･ご感想をお寄せくだ

さい。よりよいものにしていきたいと考えますので、今後ともよろしくお願いいたします。


