
新しい春  未来の自分のためにチャレンジ 
本日、新任式・始業式・入学式が行われ、児童５５９名であずま小学校の令和３年度がスタートしました。１４８

年の歴史と伝統あるあずま小学校の文化を受け継ぎ、子どもたち一人一人の今と未来を大切にした学校づくりに教

職員一同努めていきます。本年度のあずま小の教育は、「未来の自分のための基礎・基本づくり」を目指します。児

童一人一人が、目の前にある様々なことにチャレンジできる子どもになってほしいと思います。昨年度に引き続き、

「笑顔であいさつができること」、「ていねいな文字をかけること」から取り組んでいきます。本年度もよろしくお

願いいたします。年度のスタートにあわせて、教職員の異動についてお知らせいたします。 

転出教職員 

教  諭  中村 香津子  渋川市立渋川北小学校へ   石原 直美   境采女小学校へ 

丸橋 華恵   前橋市立桂萱東小学校へ   田村 理沙   あずま北小学校へ 

新井 安結未  前橋市立東小学校へ 

養護教諭  佐藤 菜生   北第二小学校へ   栄養士  渡邉 紗央   退職 

教育支援員  高柳 佳子   退職   今泉 美紀   市内保育園へ   

外国籍児童学校生活支援助手  幸地 スエミ  市内小学校へ   ス ク ー ル サ ポ ー ト ス タ ッ フ  大澤 順子   退職 

学習指導員  千吉良 順子   退職   撹上 由莉   退職 

転入教職員 

教  諭  中村 瞳    北第二小学校より     近田 雄亮   新採用 

嶋田 有紗   新採用          藤本 重夫   あずま南小学校より 

坂口 裕夫   北第二小学校より     須藤 貴仁   宮郷小学校より 

養護教諭  平井 里紗   殖蓮第二小学校より    栄養士  礒部 菜生美  赤堀東小学校より 

初任研後補充非常勤講師  早田 雅子   茂呂小学校より    教育支援員  小暮 智子  殖蓮第二小学校より 

教育支援員  大谷 幸江   あずま北小学校より   外国籍児童学校生活支援助手  和佐田 真理  市内小学校より 

校務支援員  木村 さゆり  あずま南小学校と兼務 

 

始業式の挨拶から 

今日から５５９名であずま小学校の令和３年度がスタートしました。 

進級おめでとうございます。 

皆さんは、一つ学年があがり、新しい気持ちで今日ここにいると思います。今年はどんなこ

とを頑張ろうかなと、わくわくしていると思います。 

４月は、いろいろな花が咲いたり木が新芽をだしたりして命の息吹を一番感じる季節です。みなさんは、

そんないい季節の中いっぱい運動したり勉強したりして心も体も周りの木々に負けないくらい大きく成長

してほしいと願っています。 

  そのために、一番大切なものは命です。この命を、どんなときにもだれのものでも大切に守ってください。

そして、元気に大きく成長してください。 

それが、私がみなさんに一番望むことです。 

また、今年もあずま小学校は「未来の自分のためにチャレンジ」を続けます。笑顔であいさつをすること、てい

ねいな文字を書くことから始めましょう。 

あいさつは人と人をつなぐ魔法のことばです。あいさつができる、文字をていねいに書ける。この二つは一生の

宝物となります。 

笑顔であいさつとていねいな文字で、すばらしいあずま小学校にしていきましょう。 

 

あずま小学校だより 

学校通信          第１号 令和３年４月７日 

学校教育目標 よく考える子 思いやりのある子 たくましい子 



令和３年度あずま小学校教職員 

校 長 田口 正彦 ５年１組 瀬古 真理 養護教諭 平井 里紗 

教 頭 河原 賢志 ５年２組 吉山 勇気 栄養士 礒部 菜生美 

主幹事務長 下田 恵子 ５年３組 渡辺 貴文 栄養士 齋藤 理美 

教務主任・英語 吉田 律輝 ６年１組 赤岩 早苗 少人数・初任研後補充 門田 結季 

１年１組 女屋 朗子 ６年２組 板野 由希菜 初任研後補充 早田 雅子 

１年２組 篠原 圭太朗 ６年３組 栗原 潤弥 イングリッシュサポーター 鈴木 友希 

１年３組 内田 奈々江 ひまわり１組 髙橋 雅栄 ALT ﾏｯｸｽ ｶｽﾃｨﾘﾖ 

２年１組 小島 清見 ひまわり２組 中田 直子  教育支援員 小暮 智子 

２年２組 近田 雄亮 たんぽぽ１組 白石 敦子 教育支援員 大谷 幸江 

２年３組 齋藤  恵 たんぽぽ２組 須藤 貴仁 図書館事務員 安達 若菜 

２年４組 中村 瞳 理科専科 坂口 裕夫 労務技士 村上 僚一 

３年１組 細野 慶子 音楽専科 佐藤 里エ子 労務技士 竹沢 伊佐男 

３年２組 小澤 良佑 拠点校指導員 藤本 重夫 学習生活相談員 金井 克典 

３年３組 宮内 美穂 発達相談室 福島 宏美 スクールカウンセラー 坂田 しげみ 

４年１組 石岡 洋子 発達相談室 関口 幾久男 外国籍児童学校生活支援助手 池島 克江 

４年２組 嶋田 有紗 発達相談室 石原  茂 外国籍児童学校生活支援助手 和佐田 真理 

４年３組 田村 竜士 発達相談室 柿沼 あかね 校務支援員 木村 さゆり 

 発達相談室 井上 紅鈴  

 

登下校は、「歩き」でお願いします。 
あずま小学校では、原則徒歩通学としています。しかし、昨年度、毎日のように保護者の車で送迎をしてもらう児童が

見受けられました。荷物が多かったり、雨風が強かったりするときに、つい子どもがかわいそうと感じ、車で送ってやり

たいと思う親の気持ちもわかりますが、そのことが本当に子どものためになっているでしょうか。これでは、つらいとき

にすぐに人に頼ることを覚えてしまいます。 

子どもの将来のことを思えば、子どもの自立を促すためにも「登下校は自分の足で歩かせる」ことが大切です。歩くこ

とは健康な体を作るためには欠かせないものですが、そのほかのメリットとして、「忍耐力・持久力が備わる」「地域の方

と挨拶ができる」「五感を豊かにして感性が育つ」「血液が循環し脳が活性化する」などがあります。 

自動車はとても便利な移動手段です。不審者・大荒れの天気･･･等、子どもたちの安全確保のための送迎は必要ですが、

日常的には是非とも自らの足で登校させてほしいと思います。 

 

 

年間行事予定の変更について 

本日、令和３年度の年間行事予定表を配布いたしましが、感染症感染拡大防止のため、例年４月に行われていた、

授業参観を中止にさせていただきました。PTA 総会につきましては、昨年同様に、書面開催とさせていただきま

す。また、予定されている行事についても、今後の感染症の状況等により、延期や中止等の変更を行うことがあり

ます。その際は、早急に連絡メール等で措置をお伝えいたします。何卒、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

俳句のこころ  上毛ジュニア俳壇掲載（学年は昨年度投稿時） 

     節分でおには外でも福は口    ４年  田村 いおり  ３月２４日 

 


