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1年1組 

1年2組 

下校時刻 
黄色い帽子がまぶしいです 

式後、2組のみんなが 
真剣なまなざしで 
先生の話を聞いています 

        いとう    むつみ 

教頭 伊藤 睦美 
               ひとつや     ひろむ 

校長 一ツ谷 宙生 
                ふかみ   たかひろ 

PTA会長 深水 貴博 

 桜小学校の皆さんはじめまして。
追浜小学校から着任しました、伊
藤睦美です。 
 桜小学校に来て、廊下や体育館
にある掲示物の色鮮やかさに目を
うばわれました。卒業する６年生
や新入生のために、一生懸命心を
込めて完成させたことが伝わって
きました。桜小の子ども達はみん
な素敵な心のもち主だとも思いま
した。今年も子ども達の笑顔があ
ふれる学校になるよう、職員一同
力を合わせてまいります。よろし
くお願いいたします。 

 

 引き続き、桜小学校でお世話にな
ります。校長の一ツ谷です。今年度
も新型コロナウイルス感染防止対策
を考えながらの１年間となるので
しょうが、子どもたちが楽しく安心
してすごせる桜小学校であるよう、
深水新会長を中心としたＰＴＡと連
携をとり、学校運営をしてまいりま
す。なかなか先が見通せない中では
ありますが、保護者の皆さんのお力
添え、よろしくお願いいたします。 

 本年度、桜小学校ＰＴＡ会長を
させていただくことになりました、
深水貴博です。 
 至らない点もあると思いますが、
精一杯努めさせていただきます。
私は日頃から人のつながりが大事
だと思い生活をしております。そ
して、人とのつながりのきっかけ
となるのがあいさつだと思います。
ぜひ今後も元気なあいさつの飛び
交う学校にしていきたいと思いま
す。桜小学校の皆さんが楽しい小
学校生活を送れるように頑張って
いきたいと思っておりますので、
皆さんのご協力とご指導をよろし
くお願いします。 

 

初めての教室 
後ろ姿からでも緊張
している姿がうかが
えますね(1組) 

名札付け 
今年はコロナのため6年生がお手
伝いに来られませんが、毎朝自分
たちでがんばって付けています 



①６年  
②アーモンドいりこ  
③他人と過去は変えられないが 
 自分自身と未来は変えられる 

①３年   
②釣り（最近は船釣り）  
③努力と感謝 
 挑戦なくして成功なし 

①１年   
②お茶を急須で淹れる  
③やってみなけりゃわからない 

①３年 
②いろいろな種類の 
 チーズを食べること 
③失敗は成功のもと 

①１年 
②ピアノをひくこと 
③一期一会 

①１年 
②リングフィット 
 アドベンチャー 
③温故知新 

①５年 
②筋トレ 
③なんくるないさ 

①６年 
②料理/コーヒーを淹れること 
③自分の心に正直に 

①１年 
②庭いじり 
③習うより慣れよ 

①１３年 
②ランチルームの改装 
③ひとりはみんなのために 
 みんなはひとりのために 

①３年 
②折り紙 
③夢はでっかく根は深く 

①７年 
②ぽるぽるふぁみりー 
③希望💛 

①１年 
②パン作り 
 けしごむハンコづくり 
③継続は力なり 

①桜小在任歴 
②最近のマイブーム 
③好きな言葉 
※青色の名前は今年度着任された教職員の方々です。 

①３年 
②いろいろな種類の 
 ヨーグルトを食べること  
③思いやり 

①９年 
②古武道 
③Plus Ultra(もっと先へ！) 

①９年 
②玉子かけごはん 
③ドンマイ！ 

①２年 
②カレーを食べること 
③ありがとう 
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①１年 
②映画鑑賞 
 (ﾏｰﾍﾞﾙ、ｱｸｼｮﾝ、ｽﾘﾗｰなど)  
③Everything happens for a  
  reason.  
 (すべての出来事には意味がある) 

       ひとつや   ひろむ 

校長 一ツ谷 宙生 
       いとう  むつみ 

教頭 伊藤 睦美 

 

         すずき  み き こ 

１年１組 鈴木 弥季子 
          あんどう え り 

１年２組 安藤 瑛梨 

 
 

            すずき    あ  き 

２年１組 鈴木 綾希 

 

           あしだ  しょうご 

２年２組 芦田 翔悟 

 
 

           さいかわ あんり 

３年１組 齋川 杏里 

 

         えのもと な な こ 

３年２組 榎本 菜々子 

 
 

 

                   おおくぼ  しゅん 

４年１組 大久保 俊 

 

           いでさこ  ちはや 

４年２組 井手迫 千速 

 

            おおつぼ きょうこ 

５年１組 大坪 恭子 

 
 
 

           おじま  てるは 

６年１組 小島 照葉 

 

             うらしまとしやす 

たんぽぽ1組 浦嶋俊安 
                やまぎわりつこ 

たんぽぽ2組 山際律子 

 

                 まるやま としゆき 

英語専科 丸山 俊幸 

 

 

ALT ジュリウス リゴン 
                 とくうめひろみ 

ふれあい相談員 徳梅博美 
              かとう  もとこ 

学校司書 加藤 元子 



①１年 
②映画鑑賞 
③雲外蒼天 

①４年 
②ラジオ体操 
③自分に負けない 

①１年 
②インターネットで買い物 
③ありがとう！ 

①１年   
②アウトドア  
③成せば成る。 
 成さねばならぬ、何事も。 

①３年 
②散歩（平潟湾周回） 
③無難 

①３年 
②ウォーキング 
③失敗は成功のもと 

①４年 
②愛犬との会話 
③ありがとう 

①２年 
②映画鑑賞 
③医食同源 

①８年 
②ご褒美のいちご大福🍓 

③ありがとう 

①１年 
②サッカー観戦 
③笑顔 

①１年 
②プランターでの野菜作り 
③努力に勝る天才なし 

①９年 
②花を生ける 
③一期一会 

学年  男子   女子     計 
1年   17    25     42 
2年   22    23     45 
3年   19    24     43 
4年   31    22     53 
5年   17    23     40 
6年   21    15     36 
計   127   132    259 

 

桜
小
児
童
数 

※

４
月
30
日
現
在 

①１年 
②フットサル 
③明日はまた別の日 

①１年 
②山菜取り 
③おもいやり 
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①７年  
②ボードゲーム 
 （カタンが面白い！） 
③One for all, all for one 

※級外の先生の担当教科 
佐藤奈津子先生・・・3年算数(少人数)・図工/2年書写 
原亮介先生  ・・・4～6年理科/5年総合/6年図工 
髙橋希先生  ・・・2～6年音楽 
菅真由美先生 ・・・4～6年社会 
松本直子先生 ・・・2年図工/5年算数 
上野山悦子先生・・・1～6年算数 
鰍澤由美子先生・・・1～6年算数 
 

学校全体で子ども達を見守るため、たくさんの級外の先生がい
ろいろなクラスの授業をうけもっています。 

級外(算数/図工/書写) 
       さとう   なつこ 

佐藤 奈津子 

 

級外(理科/総合/図工) 
はら りょうすけ 

原 亮介 

 

級外（音楽） 
たかはし のぞみ 

髙橋 希 

 

 

級外（社会/算数） 
       かん   まゆみ 

菅 真由美 

級外（図工） 
まつもと なおこ 

松本 直子 

 

教育支援臨時介助員 
             しんぐう ようこ 

新宮 陽子 

 

特別支援介助員 
      すずき   みきこ 

鈴木 美樹子 

特別支援介助員 
      いわむろ  なおこ 

岩室 なお子 

 

養護教諭 
やまだ はづき 

山田 葉月 

事務 
なかじま たかゆき 

中島 高行 

用務員 
ちば みつろう 

千葉 光朗 

栄養士  
        まやま  みく 

間山 美久 

給食調理員 
くぼた    ももよ 

久保田 百代 

 

給食調理員 
いしかわ えつこ 

石川 悦子 

学習支援員(算数) 
      うえのやま えつこ 

上野山 悦子 
 

学習支援員(算数) 
       かじかざわ ゆみこ 

鰍澤 由美子 



教頭 伊藤 真理子先生 
楽しむときは一緒に夢中
になり、学ぶときは集中
し、みんなのために一所
懸命そうじする。さく
らっ子は光の子ですね。
これからも、メタセコイ
ヤのようにたくましく伸
びやかに、しあわせに生
きて欲しいです。ボチボ
チ。 

佐藤 智恵子先生 
桜小の校歌が大好きで
す。メロディも歌詞も
素敵です。生命を豊か
に育む森と同じように
「心の森を育てよう」
♫そして、人に優しく、
何事にも前向きにチャ
レンジし、努力を続け
ていくさくらっ子に
なってください。 
 

 

柿﨑 亜希子先生 
桜小学校の皆さんの明るく元気
に頑張ろうとする姿勢にパワー
をもらった１年でした。あいさ
つもできないまま桜小を離れる
ことになり、とても残念ですが、
沢山小はすぐお隣なので、また
どこかで会うかもしれませんね。
その時は、元気よく声をかけて
ください。短い間でしたが、楽
しく幸せな時間をありがとうご
ざいました。 
 

三留 茉莉花先生 
１年間、図工や算
数、たんぽぽさん
のお手伝いや担任
の先生のかわりに
朝の会などをした
こと、たくさん思
い出ができました。
これからも元気
いっぱいなさく
らっ子でいてくだ
さい。ありがとう
ございました。 

紺野 修子先生 
桜小の皆さんと音楽を楽しめて幸せでした。
みなさんがいっしょうけんめい歌ったり、楽
器を演奏したりしているすがたが大すきでし
た。これからも音楽を楽しんでください。 

後藤 瑞季先生 
桜小には３年間お
世話になりました。
先生になって初め
ての学校が桜小で
幸せでした。心の
優しい皆さんと、
一緒に過ごせた時
間は宝物です。こ
れからも、一緒に
いる人との時間を
大切にしてくださ
い。今までありが
とうございました。 

森谷 友美先生 
さくらっ子のみんなと過ごした毎日は、先生の大切な思
い出です。大変だった２０２０年もみんな笑顔を忘れず、
いろいろなことに一生けん命取り組みました。そんなさ
くらっ子ならこの先もきっと大丈夫。桜小をはなれても、
先生はずっとみんなを応援しています。元気でね！また
会いましょう。 

金井 幹さん 
１年間と言う短い期間でしたが、あり
がとうございました。失敗の反対言葉
は、成功ではなく挑戦しない事と言う
話があります。失敗してもそこから何
か得る物がありますが、挑戦しないと
何もないです。食べる事も同じです。
初めて出会う食べ物、苦手な物、必ず
挑戦してみてください。 

柳下 美和先生 

～編集後記～ 
令和３年度が始まりました。まだまだ
不安な日々が続き取材もままならない
状況ですが、みなさんに読んでもらえ
る広報紙を目指して頑張ります。 
 
委員長/髙橋 副委員長/新倉 

紙面/新倉 写真提供/大久保先生  
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積田 綾子先生 

キミカ・ドーマー先生 

桐生 すみ子先生 
素直で明るい素敵な子ど
も達と熱心に指導されて
いる教職員の方達。短い
間でしたが、楽しい時間
を共有することが出来て
幸せでした。ありがとう
ございました。 

柳下先生、積田先生、キミカ先生は
離退任日の関係でメッセージが間に
合いませんでした。 

※ご注意 
破棄する場合はシュレッダーにかけるなど取り扱いに注意をお願いします。 


