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令和４年度のスタート！ すすんで～できる子どもに
校 長 阿部 順延

令和４年度がスタートしました。４月６日の朝、児童玄関前で子どもたちを待ってい

ると、最初の登校班がやってきました。私を知らない子どもたちはどんな反応を見せた

のでしょうか。登校班長の６年生は、私の顔を見ると勇気を出して「おはようございま

す！」とさわやかな挨拶をしてくれました。続いて下級生も同じように元気の良い挨拶

の輪が広がりました。すばらしい！第1学期の始業式では、子どもたちに以下の話をし

ました。

いよいよ1学期のスタートです。明日は18名の1年生が入学しま

す。皆さんは一つずつ学年が上がり、堀越小学校のお兄さんお

姉さんとなりました。堀越小の楽しいことや学校のきまりを一

人一人が一年生に優しく教えてあげてください。６年生は最高

学年、全校のリーダーとしての活躍を期待しています。また、

令和４年度末に分田小学校が閉校となるため、今年度は分田小

学校の子どもたちと学習する機会がたくさんあります。新しい

仲間と協力して新しい堀越小学校をつくる準備をしましょう。

さて、今日は校長先生から、堀越小学校の子どもたちに「こ

んな子どもたちになってほしい」というお願いを３つします。

一つ目は「すすんで学習にはげむ子ども」です。学習は、人の話をよく聞くこと

でたくさんの発見や気付きがあります。学習が楽しくなります。先生や友達の話を

しっかり聞いて、楽しくたくさん学びましょう。

二つ目は「すすんで役割をはたす子ども」です。学校では人のためになる仕事、

家ではお手伝いに一生懸命取り組みましょう。今日の朝、児童玄関で進んで気持ち

のよいあいさつをしている子どもたちがたくさんいました。すばらしいです。「進ん

であいさつすること」も人を元気にする大切な役割です。これからも友達を大切に

しながら自分のよさをどんどん伸ばしてください。

三つ目は「すすんで心身をきたえる子ども」です。進んで運動する他に、身体を

丈夫にするには「早寝・早起き・朝ご飯」をしっかり守ることです。さらに家では

「ゲームやメディア時間を自分で守る」メディアコントロールも大切です。また、

手洗い、換気を行い、マスクをしっかり着用して、コロナウイルスに「かからない」、

「うつさない」感染症対策にも全校でしっかり取り組みましょう。

４月７日の入学式を終え、全校児童１２５名で令和４年度の教育活動がスタートしま

した。「普通に学校があること」、「いつものように勉強や運動ができること」のありが

たさを感じながら、子どもたちの安心・安全を第一に教育活動を進めていきます。保護

者、地域の皆様のご理解・ご協力をどうぞよろしくお願いします。



ピカピカの１年生が入学しました！
４月７日（木）に入学式を行いました。感染拡大防

止のため、参加者は保護者（各家庭２名以内）、５・

６年生児童、学校職員に制限させていただきました。

そのような中でも、入学式を迎えた１年生の態度はと

ても立派でした。呼名された時の返事、話を聞く姿勢、

入退場する歩き方等、一つ一つがピカピカに輝いてい

ました。少しずつ小学校に慣れて、楽しい学校生活を

送ってほしいと思います。

令和４年度１学期が始まりました！
新しい職員を迎える新任式では、代表児童が堂々と歓迎の言葉を述べ、堀越小学校の

良いところなどを紹介しました。その後、１学期始業式では学級担任が発表され、各教

室で子どもたちと先生との出会いにより、新年度がスタートしました。これから１年間、

子どもたちの成長が楽しみです

＜令和４年度 堀越小学校 職員＞
役 職 名 前 役 職 名 前

校 長 阿部 順延 チャレンジルーム１組 五十嵐早苗

教 頭 石塚 繁 チャレンジルーム２組 渡邉 一弘

教務主任 小見 健 養護教諭 大桃 瑠奈

１年担任 栁下 真紀 主 事 大堀 芽吹

２年担任 大川 栞 英語専科（兼務） 中野奈保子

３年担任 石塚 裕佳 介助員 田井 晃子

４年担任 阿久津 愛 介助員 五十嵐美樹

５年担任 小林 健 用務員 瀬藤 利治

６年担任 宇尾野貴子 ＡＬＴ マイケル レンギル

入学式後に「ハイ、ポーズ！」

新任式児童代表「歓迎の言葉」 ２年教室 ３年教室

４年教室 ５年教室 ６年教室



「ありがとうございました。」＜転出された職員＞

五十嵐 めぐみ 校長先生 【新発田市立紫雲寺中学校へ】
２年間、お世話になりました。堀越っ子たちの明るく元気なあいさつ・返事から、

たくさんの元気をもらいました。話を聞く姿勢も素晴らしいです。これからも、そ
れらの「よさ」を大事にしながら、失敗を恐れず、いろんなことに挑戦してくださ
い。人は、人の間で「人間」として成長します。いろんな人とのかかわりを大切に
して、もっともっと大きく成長してください！

山﨑 翔泰 先生 【阿賀野市立水原小学校へ】
５年間、お世話になりました。たくさんの素直な子どもたちに囲まれ過ごした日

々は、幸せでした。子どもたちの明るく元気な「おはようございます」「こんにちは」
のあいさつには、毎日元気をもらいました。失敗を恐れず、何事にも挑戦し、もっ
ともっと大きく成長することを願っています。いつまでも応援しています！

千田 哲資 先生 【新発田市立紫雲寺小学校へ】
３年間ありがとうございました。堀越小学校で学んだことを大切にして、新天地

でもがんばりたいと思います。まだまだコロナ感染症やその広がりはありますが、
できることを進める、負けないように私も頑張ります。「すべては子どもたちのため
に！」最後に、お体には気を付けてください。

戸川 昭裕 先生 【阿賀野市立京ヶ瀬小学校へ】
約６年間お世話になりました。たくさん思い出ができました。大規模改修工事の

昨年度、子どもたちは、かなりの不便を強いられました。でも、自分たちができる
ことを精いっぱいやっていました。引っ越しの手伝いも。気を働かせ、自分たちか
ら動いていました。堀越小学校の子どもたち、私は大好きです！人が成長していく
ためには、様々な問題に出会います。時にはけんかも。その中で、人として一番大
事なことを見つけていきました。人の苦しみや悲しみを感じることのできる心をも
った子どもたちに出会え、そして、一緒に過ごせて私は幸せでした。感謝！子ども
たちに幸あれ！

「よろしくお願いします。」＜転入された職員＞

阿部 順延（あべ としのぶ）校長先生 【佐渡市立河原田小学校より】
豊かな自然に囲まれた、歴史ある堀越小学校に勤務することができ、大

変嬉しく思います。出身は五泉市、男子３人の父親です。「子どもと教職
員が学校に来ることを楽しみに感じる学校づくり」を皆様のご協力をいた
だきながら進めます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

渡邉 一弘（わたなべ かずひろ）先生 【新発田市立猿橋小学校より】
とても明るく元気な子どもたちの堀越小学校に勤務することができ、大

変嬉しく思っています。子どもたちの目線に立ち、その子に応じた指導を
心がけ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。

小林 健（こばやし けん）先生 【新発田市立紫雲寺小学校より】
旧水原町出身で、中学時代はよく堀越小学区にも遊びに来ていました。

ほとんど毎週のように、自転車で友達の家に通っていました。自分にとっ
て非常に馴染みのある地域に来られたことを嬉しく思っています。今後と
もよろしくお願いします。

阿久津 愛（あくつ あい）先生 【長岡市立黒条小学校より】
新任式の日、全校の子どもたちが素敵な笑顔とあいさつで迎えてくれ、

すぐに堀越小学校のことが好きになりました。これから子どもたちと一緒
に、心がわくわくする学校生活をつくっていきたいと思います。今後とも
よろしくお願いいたします。

五十嵐 美樹（いからし みき）介助員 【新採用】
今年度より介助員で働かせていただきます。初日から皆さんが元気なあ

いさつをしてくれて、とても嬉しかったです。至らぬ点も多いと思います
が、笑顔でがんばります。よろしくお願いします。



４月の予定
日 曜 予 定

１５ 金 発育測定４～６年 委員会活動５・６年

１８ 月 発育測定１～３年

１９ 火 全国学力・学習状況調査６年

２０ 水 尿検査１次 耳鼻科健診 交通安全教室

２１ 木 １年生を迎える会（オンライン）

２２ 金 授業参観（５限） ＰＴＡ総会 学年懇談会 諸経費振替日

２６ 火 フッ化物洗口開始 ＮＲＴ学力調査（国語）２～６年

２７ 水 家庭位置確認① 給食後下校 ＮＲＴ学力調査（算数）２～６年
心臓検診１年

２８ 木 家庭位置確認② 給食後下校 ＮＲＴ学力調査（英語）６年

５月の予定
日 曜 予 定

２ 月 堀越小・分田小全校オリエンテーション

６ 金 家庭位置確認③ 給食後下校

９ 月 非常ベル訓練

１０ 火 全校朝会 避難訓練（火災）

１１ 水 尿検査２次 歯科検診

１２ 木 読み聞かせ（１・２年） 運動会係児童打合せ（昼休み）

１３ 金 眼科検診 運動会係児童打合せ（６限） 諸経費振替日

１６ 月 全校応援練習 運動会係児童打合せ（昼休み）

１８ 水 運動会予行練習（２・３限）

１９ 木 読み聞かせ（３・４年）

２０ 金 運動会前日準備（５・６年） 給食後下校（１～４年）

２１ 土 運動会（午前開催）

２２ 日 運動会予備日

２３ 月 振替休業日

２６ 木 読み聞かせ（５・６年）

２６ 木 クラブ活動（４・５・６年）

３０ 月 教育相談週間（～６月３日）

※学校だよりの予定では、主に全校に関わることをお伝えします。
※新型コロナウイルスの感染状況等により、変更もあり得ます。（変更の場合はお知らせします。）


