大館市立長木小学校 学校便り
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【学校教育目標】
「ふるさとに立ち 心豊かで たくましく
生き生きと学び合う 子どもの育成」

樹海の里で

みんなでつくる

感動と笑顔
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渡辺 俊春
（南小学校から）
元「自然の家のなべっち」です。長木小は、私の
教員生活スタートの学校であり、最も思い入れの
ある学校です。新任のあいさつ回りや地域の方々
への対応の際には、以前お世話になった保護者の
皆様と再会することができて、感激しております。
当時の恩返しができるよう、精いっぱい努力しま
す。よろしくお願いいたします。

２組担任 谷地田 明美
（成章小学校から）
雪沢の山を越えると、そこは葛原という成章学
区だった。ということで隣の成章小学校から来ま
した。長木小の子どもたちは、いろいろなことに気
が付き、優しい子たちだと感心しております。これ
からたくさんおしゃべりを楽しみたいなあと思って
います。どうかよろしくお願いします。

１年1組担任 山信田 七彩 （大曲小学校から）
遠く離れた花火の町、大仙市から来ました。初め
て大館市に来たので不安もありましたが、長木小
の明るく朗らかな子どもたちから毎日たくさんパ
ワーをもらっています。みなさんの力になれるよう
に精一杯がんばりますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

5年1組担任 鈴木 俊太（桧木内中学校から）
この４月から新採用になり、、仙北市から来ました。幼
少期からなじみのある大館市での採用に、ただなら
ぬ縁を感じています。子どもたちと共に、たくさんの
ことを学びながら毎日を過ごしたいと思います。精
進して参りますので、よろしくお願いします。

養護教諭 阿部 咲 （矢立小学校から）
矢立小学 校から来ました 。 全校児童が 多くて
と ても 緊張 して いまし たが 、長木 小学校の 明る
い子どもたちから、毎日たくさんの元気を貰って
過ごしています。全校の子どもたちが元気で健
康に 過ご す こ と が でき るよう 、精一 杯が んば り
たいと思います。よろしくお願い致します。

学習支援教諭 雄鹿 都 （有浦小学校から）
隣の有浦小学校から来ました。初めての長木
小勤務となります。朝、学校に来ると元気な挨
拶 をし て くれ る子 ども ち に元 気を も らっ て いま
す。これから、子どもたちに負けないくらい元気
にがんばりたいと思います。よろしくお願いしま
す。

初任研後補充 金澤 茂子
長木小にお世話になるのは３度目になります。
故郷に帰って来たような懐かしさを感じています。
以前と変わらず、子どもたちは明るい笑顔で、元
気いっぱいに活動しています。私も元気に頑張り
たいと思います。よろしくお願いします。

初任研統括指導教員 小林 一彦
長木小学校勤務は初めてですが、本校の先生
方や子どもたちの元気な挨拶が素晴らしいと思っ
ています。子どもたちに直接関わることはありま
せんが、初任の先生をしっかり支援し、さらに学校
が元気になるようがんばりたいと思います。

養護教諭初 任研指導教 員

外国語活動支援員

２９名の元気な１年生が仲間入りをし、全校児童１４４名で今年度の長木小学校がスタートし
ました。大館市全体の児童数は減少している中で、なんと本校は６名増。嬉しいことです。
子どもたち一人一人が、夢と希望をもって生き生きと輝くことができるよう、保護者や地域の
皆様にお力添えいただきながら、職員一同「チーム長木」でがんばります。今年度も、本校の教
育活動に温かいご協力とご支援をよろしくお願い致します。
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時々、保健室のお仕事をお手伝いします。阿

４月６日

始業式・新任式

４月７日
新入生２９名

入学式

名前が呼ばれると

みんな元気に返事ができました。

＜新任式歓迎の言葉＞
６年 菅原龍翔さん

＜始業式

希望の言葉＞

５年木村柚花さん ３年阿部蓮愛さん

部先生が 留守の 時、保健室にいることも ありま
す 。 長 木小 の み な さ ん と 会え るこ と を 楽し み に
してきました。よろしくお願いします。

成田

優子

２年ぶりに長木小学校に戻ってきました。再会
もあり、新しい出会いもあり、春から長木の子ど
もたちにたくさんの元気をもらっています。どう
ぞよろしくお願いします。

校長室から

～みんなでつくる

感動と笑顔

Ｒ４～

今年度も、このキャッチコピ－が示すように、学校での様々な活動を通して「やったー」「がんば
った」と充実感を味わい、「次はどうする？と」主体的に次に向かっていくことができる子どもを育
てるために職員一同力を合わせて取り組んでいきます。その過程でたくましさを育てたいと考えてい
ます。本校で、子どもたちに求めるたくましさは
・どんな場面でも、自分の想いを表現できる力 ・苦手なことにも、チャレンジする力
・集団で培った力を 一人でも発揮できる力
・仲間と協力して、課題に向かえる力
と捉えています。
そして、感動と笑顔をつくるためのＲ４輝き力は、右の３
つです。これは、子どもたちが大人になっても必要な力だと
考えます。そして今年は、この３つの力に加え、みんなで感
動と笑顔をつくるために「やさしい心」と「がんばる心」を
大事にしていこうと、始業式で子どもたちに話をしました。
それを受け、２１日木曜日には、体育館で全校道徳を行い
ました。「やさしい言葉ってどんな言葉か」「どうして校長先生は、やさしい心を大事にしてほしいと
言ったのか」等々、全校のみんなで意見交流を行い、高学年はもちろん、低学年も一生懸命考えてい
ました。「たくましさ」のベースには周囲の人の立場に立って考える「やさしさ」が絶対に必要だと
思っています。そして、その力は学級だけでなく、掃除や給食など縦割り活動の中でも、大いに培う
ことができるのです。子どもたち一人一人が笑顔で過ごすことができるよう、ご家庭でも子どもたち
の話をたくさん聞い
て、アドバイスをし
ていただけるとあり
がたいです。子ども
たちの成長のため、
今年度も、よろしく
お願い致します。

【全校道徳

低学年も発言】

【教室に戻って学級道徳】

運動会開始時刻の変更

５月１４日 入場行進開始 ８時４５分
以前配布致しました運動会
のご案内が変更になっており
ます。お間違いのないようお
越しください。
応援よろしくお願いします。

交通安全教室等を実施しながら、飛び出しをしな
いことや自転車の乗り方等も指導しました。連休
に入り、子どもたちは開放感でいっぱいです。事
故には十分気を付けるよう、お子様への声かけを
お願いします。
また、保護者の皆様も、子どもたちの安全のた
めに、学区内、特に学校の周辺は、徐行運転をお
願いします。併せて、朝の登校時、特別な場合を
除いて校地内への車の乗り入れをご遠慮くださる
ようお願いします。

ありがとうございます
今年も前長木地区町内会長会会長の薮田金光さんから、新１年生全
員に鉛筆をいただきました。毎年、ありがとうございます。

