
六郷小学校 学校報

Ｒ３．４．８（木）

Ｎｏ．１六 郷 ろくごう

春休みを終え、子どもたちが元気に登校しました。
新しく７名の先生が本校勤務となり、新任式を行い

ました。これからよろしくお願いいたします。

【転入職員】

○○ ○○教頭先生 仙北市立生保内小学校より

○○ ○○ 先生 湯沢市立皆瀬中学校より

○○ ○○ 先生 大仙市立中仙小学校より

○○ ○○ 先生 美郷町立千畑小学校より

○○ ○○ 先生 大仙市立豊岡小学校より

○○ ○○ 先生 秋田市立大住小学校より

○○ ○○ 先生 新規採用

美郷町の千屋からまいりました○○です。美郷
町の勤務は初めてとなりますが、六郷の自然や歴
史・文化を子どもたちと一緒に学んでいきたいと
思います。よろしくお願いします。

（○○ ○○教頭先生より）

湯沢市の皆瀬中学校から来ました、事務職員の
○○です。小学校で働くのは初めてなので、緊張
する気持ちとワクワクする気持ちが混ざっていま
す。どうぞよろしくお願いします。

（○○ ○○先生より）

美郷町には初めての赴任です。いつも１３号線
を通りながら見かけた六郷小学校。これから一緒
に過ごす子どもたちとの毎日がとても楽しみです。
よろしくお願いします。 （○○ ○○先生より）

千畑小学校からまいりました。仙南地区に勤務
していたこともありましたので，六郷小学校の子
供たちの素晴らしさをずっと感じていました。今
日の出会いを楽しみにしていました。どうぞよろ
しくお願いします。 （○○ ○○先生より）

はじめまして！豊岡小学校から来た戌年生まれ
の○○○○です。元気な子どもたちと一緒に勉強
しながら、六郷のよさを伝えられる人になりたい
と思います。よろしくお願いします。

（○○ ○○先生より）

秋田市立大住小学校よりまいりました。素直で

明るい子どもたちと一緒に過ごせることをとても

うれしく思います。子どもたちが楽しく学校生活

を送ることができるよう、力を尽くしていきます。

どうぞよろしくお願いします。

（○○ ○○先生より）

今年度から初めて教壇に立ちます。元気いっぱ
いの六郷小の子どもたちと過ごす日々を楽しみに
しています。子どもたちや保護者の皆様からたく
さんのことを学び成長していきたいと思います。
よろしくお願いします。 （○○ ○○先生より）

始業式では、全校を代表して、２年生と５年生から
発表がありました。進級してどんなことを目標にして
頑張りたいか、具体的に述べた発表はとても立派でし
た。また、全校のみんなの聞く態度も真剣でした。
学年が一つ上がって、一人一人が心に思ったことを

大切にしながら、みんなで、活気ある六郷小学校にし
ていきましょう。

２年生になって ２年まつくみ ○○○○ ○○○

ぼくは、２年生になってがんばりたいことが二
つあります。
一つ目は、かけざんです。かけざんは、たいせ

つなべんきょうです。どうしてかというと、せい
かつの中でたくさんつかうからです。まい日、じ
かんを見つけて、なんかいもれんしゅうします。
二つ目は、１年生に学校のことをおしえること

です。学校には、いろいろなやくそくがあります。
１年生があんぜんにすごせるように、わかりやす
くせつめいして、はやくなかよくなりたいです。
これからも、よいしせいをたい

せつにしたり、はじめてのことに
も、どんどんチャレンジしたりし
て、１年生のお手本になる２年生
になりたいです。

5年松組 ○○ ○○
ぼくは、五年生になって楽しみにしていること

があります。それは、家庭科の学習です。初めて
やる教科だし、みんなで調理したり、食べたりす
る活動もあるそうなので、わくわくするからです。
がんばりたい教科は、算数です。ぼくは、算数

が苦手で、特に文章問題で、キーワードを見落と
してしまいます。だから、書かれていることを確
にんできるよう、がんばっていきたいです。
生活面では、学校のサブリーダーとして、下学

年のお手本になるようにしていきたいです。特に、
しみずっ子はんでのそうじでは、
下学年の人たちがスムーズにそう
じできるようにサポートしていき
たいです。
また、委員会活動も始まるので、

がんばっていきたいと思います。



令和３年度 職員一覧 よろしくお願いいたします。

職名・担任 氏 名 居住地 職名・担任 氏 名 居住地

１ 校 長 木村百合子 美郷町 18 ６年松組 ○○ ○○ 美郷町

２ 教 頭 ○○ ○○ 美郷町 19 英語専科 ○○ ○ 美郷町

３ 事務職員 ○○ ○○ 横手市 20 秋田大学大学院 ○○ ○○ 大仙市

４ 養護教諭 ○○○○○○ 横手市 21 ２年・４年ＴＴ ○○ ○○ 美郷町

５ 教務主任 ○○ ○○ 大仙市 22 ６年松組ＴＴ ○○ ○○ 美郷町

６ 通級教室 ○○ ○○ 横手市 23 初任研統括指導教員 ○○○○○ 大仙市

７ 桜組Ａ ○○ ○○ 横手市 24 ＩＣＴ専門職員 ○○ ○○ 仙北市

８ 桜組Ｂ ○○○○○ 大仙市 25 英語教育支援員 ○○○○○ 美郷町

９ 桃 組 ○○ ○○ 大仙市 26 学校生活支援員 ○○ ○○ 美郷町

10 １年松組 ○○○○○ 大仙市 27 学校生活支援員 ○○ ○○ 横手市

11 １年竹組 ○○ ○○ 大仙市 28 学校生活支援員 ○○○○○ 大仙市

12 ２年松組 ○○ ○○ 大仙市 29 学校生活支援員 ○○ ○○ 美郷町

13 ３年松組 ○○ ○○ 大仙市 30 学校生活支援員 ○○ ○○ 横手市

14 ３年竹組 ○○ ○○ 大仙市 31 ＡＬＴ ○○○○○・○○○ 美郷町

15 ４年松組 ○○ ○○ 横手市 32 上席主任技師 ○○ ○○ 美郷町

16 ５年松組 ○○○○○ 大仙市 33 主任技師 ○○ ○ 大仙市

17 ５年竹組 ○○ ○○ 仙北市 34 学校サポーター ○○ ○○ 美郷町

本日の入学式で４２名の１年生を迎え、今年度の全校児童数は２４３名となります。
総勢３４名のスタッフで六郷小学校の子どもたちの成長を願いながら、力を尽くしてま
いります。
学校生活の中で、一人一人の子どもたちにしっかりと居場所があり、様々な学習や活

動に積極的に取り組み、自信を付けていけるよう、教職員が同じ方向を向き、力を合わ
せていきます。全校児童を全教職員で見守り育む姿勢を大切にしてまいります。
ご家庭の皆様、地域の皆様のお力をお借りしながら、時には同じ声かけで、時には役

割分担で、子どもに寄り添い、励ましていきたいと願っております。
どうぞ、本校の教育活動に対しまして、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

（校長 木村 百合子）


