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Our ties will be more strong
坂本成志朗（算数TT担当）
初めて久玉小に来た日、グラウンドに出る
と、元気な久玉っ子たちが次々と笑顔で自
己紹介をしてくれました。あの日の笑顔のま
ま、子どもたちが成長していく姿を側で見る
ことができ、充実した１年でした。

坂本 渚（ひまわり学級担任）
池邊 亮（３年担任）
元気いっぱいの久玉っ子、笑 ひまわり学級だけでなく、学年問わずたくさんの子どもたちと関わりを
いの絶えない３年生、温かい 持つことができ、貴重な１年間となりました。ありがとうございました。
保護者の方々、さまざまな場
坂田たか子（たんぽぽ学級担任）
面でサポートしてくださる先
久玉小の子どもたち、たんぽぽのように、土の中にしっかり
生方、この環境で１年目を過
根をはり、栄養をいっぱい吸収して、成長し、力強く生きて
ごせて幸せでした。
いってください。

山田麻貴（なかよし学級担任）
なかよし学級２人の成長を毎日近くで見ることがで
き、幸せな１年間でした。久玉小の子ども達と一緒
に学び、たくさん遊んだ楽しい思い出は宝物です。
本当にありがとうございました。
河原晃世（５年担任）
１年前と比べ、すさまじく成長をした５年生の姿を見て、頼
もしさを感じている今日この頃です。４月から深海小の友
だちとの「いいとこどり」で、更にパワーアップした子どもた
ちを見れることを楽しみにしています。
柴田有子（学習指導補助）
この１年間、ありがとうございました。道に迷い
ながら天草に来たことが昨日のことの様です。
いつも子どもたちに負けないパワーでがんばって
きました。久玉小での出会いは大切な宝物です。
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田中真理子（１年担任）
元気いっぱいの１年生
と楽しく勉強し、笑って
泣いて怒って喜んだ毎日
がとても幸せでした。幸
せをいっぱいありがとう
ございます。

平川和寛（ICT支援員）
あっという間の半年間でし
た。「パソコン先生」と慕っ
てくれて楽しい日々でした。
タブレットを使って、いっぱい
勉強してください。ありがとう
ございました。

スペシャルサンクス（とくべつのありがとう）
外濱静子（４年担任）
久玉小の閉校にさみしい気持ちです。先生になりたての
頃、たくさんの体験を子どもたちとともにしたこと。また、娘
達も育ててもらったことなど、縁のある久玉小でした。
「ありがとう」の一言です。
田口俊美（初任研拠点教員）
毎週火曜日、久玉っ子に会えるのを楽しみにしていまし
た。無言掃除をする姿。友だちと仲良く遊ぶ姿。一生懸
命詩を暗唱する姿。久玉っ子はいつも輝いていました。そ
の姿を牛深東小でも見せてください。

寺本サヲリ（学校主事）
メンバーは変われど、団結して子どもたちを見守り、
指導できる先生方とご一緒できたことが幸せでした。

浦田照美（６年担任）
久しぶりの６年生担任、子どもたちの恋バナや悩み相談に首を突っ込み、今
時の小学生の実態把握に東奔西走の日々・・・楽しかったです。
三嶋浩子（事務主幹）
木山智雄（理科専科・教務主任）
久玉小の児童は、純朴で素直。保護者と地域の皆様の、 本年度、久玉小学校ですばらしい子どもたちと出会い、理科の
学校への協力がすばらしいと思います。久玉小に勤務で
学習や部活動、さまざまな行事等で、一緒に思い出をつくること
濱田ひとみ（養護）
きたことに心から感謝しています。ありがとう！
ができ、幸せを感じております。久玉小に関わるすべての皆様に
１年間あっという間に過ぎてしまったように感じます。今年もいろいろなこ
感謝です。
PAOLO
COMMISSO（ALT）
とがありました。閉校もそのひとつです。学校にも自分にも歴史がありま
To
everyone
at
Kutama
Elementary
School,
I
would
like
to say what a pleasure it has been teaching here this year. I have
す。一つ一つ大事にしてきたものをこれからも大切に。
always looked forward to seeing so many smiling faces when visiting kutama. To the students of Kutama, I would like to say
中原真里子（学習指導補助）
that I have had so much fun teaching all of you. I can’t wait to see everyone in the new school year!
くたま小学校に３年間、
たのしい職場に勤めました。
三輪良介（２年担任）
まぢかに見るみんなの成長に感動！ 今年は２年生担任でし
しっぱいすることもあるけれど、 た。でも他学年の子ど
よりそいながら助け合う
もたちともたくさんふ
うしぶか東小学校が楽しみです。 れあうことができたこ
橋本惠美（学校司書）
今年度は物語だけで１６０冊ほど本を読むことができました。
書名を記録したノートのページを見ると、歩みが見えてくるよ
うで、記録をつけることの大切さを改めて感じました。

～校長室より～

とが幸せでした。
江原由紀（JATE）
TIME FLIES.
あっという間に１年が過ぎたような感じがします。週に１日だけの勤務でした
が、温かい雰囲気の職員室と、明るく元気な子どもたちに笑顔をもらいま
した。ありがとう久玉小。
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月日が経つのは早いもので、平成２８年度の教育活動も終わろうと
しています。
１学期の始業式で、久玉小学校をこんな学校にしたいという目標を
話しました。それは、「一人一人が夢（目標）を持ち、一人一人が主役になる
楽しい学校」です。学習や生活を通して自分の力をどんどん高めてほしいと思
いました。
この１年間の久玉っ子の学校生活を振り返ってみると、いろいろな行事に一
生懸命取り組み、自分の力を出し切ろうと頑張る人がたくさんいました。学習
発表会は、その集大成で一人一人が主役で輝いていたと思います。しかし、学
級としての成長をみたとき、一人一人の頑張りは素晴らしいのに、それが学級
の成長につながらないことを残念に思う時がありました。
集団で生活をするためには、身につけなければならない力が３つあると思い
ます。①きまりを守ろうとする力、②我慢しようとする力、③人と人とをつな
ごうとする力(あいさつ、返事、言葉遣いなど)です。その力が未熟だと集団と
しての力は高まりません。これは次年度の課題です。
閉校、そして開校に向けての準備も進めてきました。戸惑うことが多い中、
保護者や地域の皆様にご理解とご協力をいただき心強かったです。開校に向け
て準備を進める中で、校舎内外に設置してあるこれまでの卒業記念制作を撤去
させていただきます。撤去後は、旧魚浦中体育館に保管されることになってい
ます。ご了承ください。
さて、久玉小学校としての最後の１年を、学校のリ－ダ－として、みんなを
引っ張ってくれた６年生が卒業します。日々の授業やあいさつ、無言掃除、行
事などに取り組む姿に最高学年としての自覚と責任が感じられました。これま
での伝統を立派に受け継いだ２０人の６年生に「ありがとう」という感謝とね
ぎらいの言葉を贈りたいと思います。
４月から牛深東小学校がスタートします。一つずつ学年があがり、子どもた
ちが、自分の夢（目標）に向かって新たな第一歩を踏み出していくことを願い、
学校便り「つなぐ」の最終号にあたってのあいさつとします。一年間、ありが
とうございました。

