
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度スタート 

校 長  天井  弘 

 

 学級数３０、全校児童数５８６名、教職員数６７名での令和４年度がスタートしました。

新潟市を除いた下越地区で２番目に大きい規模の学校になります。「一人一人に寄り添い、響

き合う学校」を目指し、「学校は、子どもたちのためにある」という思いをもって、今年度の

教育活動を展開していきます。 

令和４年度のスタートにあたり、特に、次のことに取り組んでいきます。 

 

【新型ウイルス感染対策を講じた教育活動の工夫】 

  令和３年度は、新型ウイルス感染拡大の結果、様々な教育活動を中止または制限しなけ

ればなりませんでした。令和４年度４月現在も、厳しい状況が続いています。中止ありき

ではなく、可能な限り実施できないか検討し、制限を加えながらも様々な教育活動を工夫

していきます。 

【人権教育、同和教育の一層の充実】 

新型ウイルス禍の中、様々な差別や偏見の問題が浮き彫りとなりました。また、世界の

国々では、新たな人権問題も生じています。このような社会情勢の中、令和３年度、住吉

小学校は公益財団法人博報堂教育財団より博報賞と文部科学大臣賞を受賞しました。長年

に渡る人権教育、同和教育の取組が評価されての受賞でした。この名誉ある受賞を励みに

より一層、人権教育、同和教育の充実に向けて取り組んでいきます。 

【タブレット端末を活用した学習指導の推進】 

令和３年度の２学期からタブレット端末を活用した学習指導に取り組みました。タブレ

ット端末を活用するために私たち教職員も研修を進めています。日々の学習指導での活用

はもちろん、家庭に持ち帰って家庭学習としての活用も図ってきました。さらには、リモ

ート機能を活用して、欠席している子どもたちが授業参加できるようにしてきました。こ

れからも活用の余地がまだあると考えます。新たな活用を工夫していきます。 

【高学年教科担任制に向けた取組】 

文部科学省は、令和４年度から実施可能な学校において、「小学校高学年から教科担任制」

を導入する考えを示しています。住吉小学校では、これまで、５・６年生において理科、音

楽、外国語を中心に、学級担任ではなく、学級外の教員が教科を担当して指導してきまし

た。このことに加え、昨年度から、学年内の教員の得意教科、専門教科を生かし、学年内で

教科を交換して指導してきました。このような取組を通して、複数の教員の目で子どもの

実態を捉え、個に応じた指導を充実させていきたいと考えています。今後も、学年の担任

が協力して、学年全体で子どもたちを指導する体制をより強化していきます。 

 

令和４年度も保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

第 １ 号 

住吉小だより                      令和４年４月２０日     

   

                                                         

 

http://sumiyoshi.shibata.ed.jp/  TEL0254-24-1148 

 

 

 
 

http://sumiyoshi.shibata.ed.jp/


令和４年度転入職員１４名です。よろしくお願いします。  
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４年１組担任 安達 康晴 

新採用 

 子どもたちが個々の人の良さを

認め、共に学び合える空間づくり

に努めたいと思います。よろしく

お願いします。 

１年２組担任 竹田健太郎 

聖籠町立亀代小学校より 

 子どもたちが毎日楽しく学校生

活を送れるようにサポートし、一

緒に学んでいきます。 

介助員 荻野 優子 

新採用 

 子ども達から気軽に話しかけて

もらえるような雰囲気を大切に、

サポートできるよう頑張ります。 

学習室５組担任 松川 朗 

阿賀野市立神山小学校より 

 子どもたちとともに学び、遊び、

一緒に成長していきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

２年２組担任 松本 圭 

村上市立神納小学校より 

 子どもたちとどんな楽しい活

動ができるか、とても楽しみで

す。よろしくお願いします。 

低学年副任 関川紀美子 

新発田市立藤塚小学校より再任用 

 子どもたちが笑顔で学校生活を送

ることができるように努力して参り

ます。どうぞ、よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

学習室３組担任 東 航平 

胎内市立黒川小学校より 

 初めての新発田市での勤務にドキ

ドキ、ワクワクです。どうぞ、よろ

しくお願いいたします。 

主幹教諭 藤田 吉成 

長岡市立神田小学校より 

 新発田市（下越地方）は、初勤

務となります。新発田市と住吉学

区の歴史・伝統にたくさん触れて

いきたいと思います。 

低学年副任 遠山 尚子 

阿賀野市立安田小学校より 

 子どもたちの笑顔とやる気を支

えていけるように、子どもたちと

しっかり向き合っていきます。 

２年１組担任 野澤 優海 

新採用 

 子どもたちと楽しく学び、一緒に

成長できるように頑張りたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

SSS  高野 泰菜 

 みなさんが楽しく学校生活を

送れるよう、職員室でお手伝い

をします。見かけたら声をかけ

てもらえると嬉しいです。 

初任研指導員 永井加代子 

新発田市立猿橋小学校より再任用 

 住吉小の子どもたち一人一人の

「キラリ！」をたくさん見つける

ことが今年度の目標です。 

学習室 11 組担任 坂詰 美紀 

阿賀野市立京ヶ瀬小学校より 

 子どもたちの笑顔が家庭に広が

り、地域にも広がるよう、日々の

わくわくを大切にしていきます。 

６年３組担任 土田 修 

三条市立笹岡小学校より 

 子どもたちが充実した日々を送

れるよう、一緒に成長していきた

いと思います。 



 

 
 

担当 氏  名 担当 氏  名 担当 氏  名 

校 長 天井  弘 低学年副任 関川紀美子 用 務 手 山本  剛 

教 頭 臼井 政之 低学年副任 遠山 尚子 介 助 員 須原 誠子 

事務主幹 甲斐 圭子 ３年１組 髙橋可奈子 介 助 員 中山 郁子 

主幹教諭 藤田 吉成 ３年２組 安部 修平 介 助 員 永田  恵 

教務主任 木暮 雄大 ３年３組 五日市美穂 介 助 員 髙田 信枝 

学習室１組 佐藤夕美子 ４年１組 安達 康晴 介 助 員 佐久間 涼 

学習室２組 本林  愛 ４年２組 高橋 敬子 介 助 員 髙橋 節子 

学習室３組 東  航平 ４年３組 山田 庸平 介 助 員 冨樫 亜弓 

学習室４組 鎌田 由佳 ４年４組 伊藤 怜香 介 助 員 渡邉 弥生 

学習室５組 松川  朗 中学年副任 落合 健一 介 助 員 吉澤 晴香 

学習室６組 菊地 祐紀 ５年１組 山賀  響 介 助 員 佐藤由起子 

学習室７組 五十嵐成美 ５年２組 梅川 広樹 介 助 員 荻野 優子 

学習室８組 神田 雄作 ５年３組 猿子 尚子 図書事務 山野邉良子 

学習室９組 田中 京美 ６年１組 髙橋 祐輔 スクールサポートスタッフ 高野 泰菜 

学習室 10組 小林 貴子 ６年２組 小野沢一世 地域コーディネーター 池田 英子 

学習室 11組 長谷川佳奈 ６年３組 土田  修 給食運搬 清野 真弓 

学習室 11組 坂詰 美紀 高学年副任 藤田 拓也 派遣 ALT 渡辺 フェ 

１年１組 大木 敦子 高学年副任 本間  裕 派遣 ALT 中束アンジェラ 

１年２組 竹田健太郎 養護教諭 川上 淳子 スクールカウンセラー 阿部勢津子 

１年３組 瀧澤 陽子 事務主事 長谷川康太 長期研修中 山田 雄太 

２年１組 野澤 優海 初任研指導 本間まゆみ 育児休業中 川田 沙織 

２年２組 松本  圭 初任研指導 永井加代子   

２年３組 本間  円 英語専科 橘  恵子   

 
【４月後半・５月前半の主な学校行事の予定】 

 

 

 

 
（４月） 
１８日（月）委員会・５年生６時間授業 
      ５年生視力・聴力 

１９日（火）６年生全国学力調査 
      ３年生視力・聴力 
２５日（月）非常ベル聴取訓練 
      家庭位置確認① 
２６日（火）スマイルタイム 

１年生を迎える会 
家庭位置確認② 

２９日（金）昭和の日 
 

 
（５月） 
２日（月）全校朝会・街頭指導 
３日（火）憲法記念日 

４日（水）みどりの日 
５日（木）こどもの日 
６日（金）避難訓練 
９日（月）委員会 

１０日（火）スマイルタイム 
１１日（水）児童朝会 
１２日（木）全校運動会練習２限 
１８日（水）運動会予行（２・３限） 
２１日（土）運動会 

２３日（月）振替休業日 

令和４年度住吉小学校 教職員を紹介します 


