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「一人一人が輝く学校、笑顔あふれる学校」 

校 長  名古 善晃 

４月７日、４８名の１年生を迎え、入学式を行いました。昨年同様、来賓の皆様方はお迎

えせず、入学児童はじめ参加者全員がマスクを着けての式でした。担任による児童呼名の

１年生の返事や式に参加した６年生の引き締まった表情、代表の木村明風さんの歓迎の挨

拶も大きな声で、素晴らしい入学式となりました。特に、１年生の落ち着いた態度には驚

かせられました。素晴らしい１年生が入学しました。村上市教育委員会荒川支所長の百武

靖之様からも、素晴らしい式であったとお褒めの言葉をいただきました。 

私は、１年生に「学校は楽しいところです。学校の先生やお家の方の言うことをしっかり

守って、立派な保内小学校の子どもになってください。」と話しました。そして、そのため

に「あいさつ」「がまん」「あとしまつ」の３つができるようにみんなで取り組んでいくこ

とが大切なことを伝えました。最後に、１年生全員で、３つの言葉を復唱してもらいました。 

 入学式に先立って、４月６日にリモートで、新しく保内小学校に着任された１０人の先生

を迎える会が行われました。こちらも６年生の冨樫元気さんが、しっかり歓迎の言葉を発表

してくれました。 

令和４年度、保内小学校は３３２名の児童でスタートしました。「強い力 豊かな心」

を教育目標に掲げ、知育、徳育、体育のバランスの取れた教育を進めてまいります。同時

に、子どもたち一人一人に細やかに対応し、子どもたちが安全に安心して学べる「一人一

人が輝く学校、笑顔あふれる学校」を目指して、全職員で精一杯取り組んでまいります。 

子どもたちの健全育成には、学校、家庭、地域の連携が何より大切です。今後とも、学

校に対するご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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（２）           学 校 だ よ り        令和４年４月１５日   

職員４４名で、子どもたちの教育に全力をか 

たむけてまいります。ご支援、ご協力をよろし 

くお願いいたします。 

 〇は、新任職員です。 

１ 校  長 名古 善晃 23 外国語専科 平丸 貴子 

２ 教  頭 鈴木 昭俊 24 初任研指導教員 小田  聡 

３ 教務主任 佐藤 香織 25 初任研指導教員 倉松  栄 

４ 研究主任 渡邉 亮夫 26 養護教諭 齋藤 万里 

５ １年１組 平田  文 27 栄養教諭 児玉久都子 

６ １年２組 髙橋  幸 28 学校事務 関川 大地 

７ ２年１組 脇川 晶子 29 技能員 松本 泰明 

８ ２年２組 南波  泉 30 市非常勤講師 伊藤美代子 

９ ３年１組 渡辺  渚 31 市非常勤講師 田部 尚子 

10 ３年２組 竹内 君子 32 外国語指導助手 田中 道子 

11 ４年１組 星野 郁子 33 図書館司書 伊藤 菜穂 

12 ４年２組 髙橋 陽太 34 ＡＬＴ Carr Zachary George 

13 ５年１組 加藤  僚 35 介助員 奥山レイ子 

14 ５年２組 度會美喜子 36 介助員 佐藤 早苗 

15 ６年１組 長谷川順哉 37 介助員 近 美根子 

16 ６年２組 渡辺 萌子 38 介助員 小野寺千春 

17 少人数１組 近  恵子 39 介助員 齋藤 友美 

18 少人数２組 大畑 恭子 40 介助員 小池 五月 

19 少人数３組 栗林 良子 41 介助員 加藤 明美 

20 少人数４組 植松 夏希 42 介助員 高野 裕美 

21 少人数５組 秋元 大和 43 介助員 近  千恵 

22 通級教室 小沼  亨 44 スクールサポート 中島 幸美 

 ※給食は、シダックス大新東ヒューマンサービス（株）の１６名の調理スタッフが作って 

くださいます。また、週１回程度、（公社）村上地域シルバー人材センターの方が、教 

室の消毒やトイレ清掃をしてくださっています。 

令和 4年度の主な行事 

４月 ７日（木）入学式 

４月２２日（金）学習参観 

５月１９日（木）～２０日（金）６年修学旅行 

６月 ９日（木）～１０日（金）５年自然教室 

１０月 ８日（土）運動会 

１２月 ６日（火）～９日（金）個別懇談会、作品展示 

３月２４日（金）卒業証書授与式 

 

本年度の職員紹介           
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この度異動で、新しい職員が着任しました。 

どうぞよろしく、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新任職員あいさつ           

５年２組 加藤  僚 （村上市立村上小学校から） 

今年度より保内小学校にお世話になります。縁あって５年生の担任

をすることになりました。５年生の子どもたちとともに様々な活動

に精一杯取り組み、明るく，楽しく，元気よく過ごしていきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

通級指導教室 小沼 亨 （県立村上特別支援学校から） 

ご縁をいただき、このたび皆様のお仲間に入れていただくことになりま

した。「やる気、根気、元気」をモットーに、笑顔を絶やさず、毎日を

過ごしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

３年２組 髙橋 陽太 （新採用） 

村上市立小川小学校から赴任しました、髙橋陽太です。明るく元気な

保内小学校の子どもたちに出会えて、とても嬉しいです。4年生の子

どもたちと一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

  

３年２組 渡辺  渚 （新採用） 

小学校教諭として初めての勤務地が保内小学校です。明るく元気

な子どもたちに迎えてもらい嬉しく思います。子どもたちが安心し

て学校生活を送ることができるよう誠心誠意頑張ります。よろしく

お願い致します。 

 

６年２組 渡辺 萌子 （佐渡市立真野小学校から） 

 ２度目の村上市勤務となります。小学生の頃、「きれいな建物だな。」

と憧れていた保内小学校で勤められることにわくわくしています。保

護者の皆様、地域の皆様、よろしくお願いいたします。 

 

外国語専科 平丸 貴子（よしこ）（胎内市立中条中学校から） 

胎内市立中条中学校から赴任しました、平丸貴子です。外国語活動っ

て楽しいな、英語って楽しいんだなと思ってもらえるように、１回１

回の授業を大切にしていきたいと思っています。どうぞよろしくお

願いします。 

 



（４）            学 校 だ よ り        令和４年３月２５日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日々の子どもたちの活躍の様子を、           

保内小学校ホームページの保内ダイア 

リー（ブログ）に更新しています。 

  ぜひとも、その日の出来事をその日 

 のうちにご覧ください。パソコンや携 

帯電話で「保内小学校ブログ」で検索 

してください。 

２年１組 脇川 晶子（県講師） 

８年ぶり２回目の保内小勤務となりました。保内小学校の子どもた

ちとの出会いをうれしく思っています。子どもたちが笑顔で学校生

活を送ることができるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

市非常勤講師 田部 尚子 （村上市立朝日みどり小学校から） 

願いが通じたのでしょうか。大好きな保内小学校で、２年ぶりに勤めこ

とができ、うれしいです。成長した子どもたちに会えることも楽しみで

す。またお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

                                      

図書館司書 伊藤 菜穂 （村上市立神納小学校から） 

神納小学校からまいりました。月、木、金曜日に保内小学校に勤務し

ます。分かりやすく、居心地のよい図書室づくりに務めたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

 
介助員 小池 五月 （新採用） 

４月から介助員としてお世話になります。一生懸命支援して、私自身も

子どもたちと一緒に成長していきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

 
ＡＬＴ Carr Zachary George （新採用） 

こんにちは。私はアメリカ出身で２８歳です。日本に来て、６か月た

ちますが、私は日本が大好きです。昨年度は、荒川中学校で英語を教

えていましたが、この春から初めて小学校で教えます。児童の皆さん

に会えることを、そして英語を教えることを楽しみにしています。ど

うぞよろしくお願いいたします！ 

 

 
保内小学校のホームページをご覧ください          


