
朝のあいさつ 
副校長 藤井 真琴 

  
今年の 3 月に発生した東日本大震災におきまし

ては亡くなられた多くの方々や被災された方々

に心より哀悼の意を表します。 
 
４月新学期がスタートしました。校長先生が毎

朝、南側の門に立ち、朝のあいさつをしています。

私は北側の門に立ち、あいさつをしています。子

供たちの元気な声が次々と返ってきます。着任し

て３年目を迎えて感じることは、進んで元気にあ

いさつをしてくれる子が増えてきたということ

です。 
 また、廊下でも子供たちからおじぎをされます。

以前は、｢あっ！副校長？・・・先生？｣というよ

うな感じでしたが今は｢副校長先生、こんにち

は。｣と声をかけてくれる子供たちが増えてきま

した。 
 以前もあいさつについて学校便りに書かせて

頂きました。何気ないことかもしれませんが、人

と人が出会ったときにする最初のあいさつこそ

本当に大切なコミュニケーションだと思います。 

以前より一層子供たちのあいさつの習慣が根付

いてきたような感じがします。あいさつは学校だ

けで身に付くものではありません。今後もご家庭

のご協力何卒よろしくお願いします。 
  

待ち遠しい全校遠足 
 ５月２日(月)は、全校遠足です。全校児童が一緒

に新緑の美しい公園で自然に親しみ、きょうだい学

年との交流を深めます。 
 
４月２１日(木)にきょうだい学年で集まって遠足

の計画を立てました。各教室を回ってみるとどのき

ょうだい学年も上の学年が下の学年をよくリードし 

 
 
 
て話を進めていました。 

当日は児童が昭和記念公園で一日を安全に楽しく

過ごせるよう、全職員で見守ります。 
 当日、いい天気になってほしいと今から願ってい

ます。 
今回は雨天の場合の予備日がなく、学校で過ごす

ことになりますが、それでもきょうだい学年で楽し

いひとときをすごすことができると思います。 
 

60 周年にむけて 
 今年、井荻小学校は 60 周年を迎えます。今その

準備が着々と進んでいます。 
 まず、五月の連休明けには、屋上に｢祝 60 周年井

荻小学校｣という看板が設置されます。カラフルでと

ても良いデザインだと私は思っています。ぜひ学校

の近くを通られた際は屋上をご覧ください。 
 また、５月２１日(土)１１：００～１４：００に、

60周年記念事業実行委員会が中心となって｢創立60
周年応援バザー｣が開催されます。フリーマーケット

や軽食、ワークショップ等様々なお店が開かれます. 
オープニングには荻窪中学校生による和太鼓の演奏

が行われます。 
 また、実行委員会で｢60 周年記念Ｔシャツ｣の販売

も行っています。このＴシャツの売り上げの一部は

東日本大震災の義援金にさせていただきます。23 年

度ＰＴＡはワッフルのお店を開きます。私ども職員

は、フランクフルトのお店を出店します。 
お忙しいこととは思いますが、ご参加の程よろし

くお願い申し上げます。 
 地域及び職員が一丸となって周年行事を盛り上げ

ていきたいと思っています。  
 皆様、ぜひご協力宜しくお願いいたします。 
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お世話になりました。 

退職された職員 

校長 東海林孝吉 （済美教育センターへ） 

あの運動会の組体操・７段ピラミッドのような子供た

ちと学校の成長は、何よりの宝物。これも声掛け合い、

協働した教職員の「チーム井荻」。そして、ＰＴＡ、

学校支援本部「いおぎ丸」や「井荻おやじの会」等の

設立で参加者総数２１６４名もの多くの保護者、地域

の皆様のご支援と連帯に発展した賜物と深謝してお

ります。あの宇宙ケヤキと共に、井荻小の益々の発展、

大樹とならんことを心からお祈りします。 

 

教諭 渡邉廣子 （杉並第七小へ） 

きらきら輝く瞳で、生き生きと学習や活動に取り組む

子供たち。四季それぞれの彩りを醸し出す校庭・善福

寺川、そして善福寺公園。子供と学校を温かく見守り、

支えて下さっている保護者と地域の皆様方。こんなに

調和のとれた井荻小学校で教員生活を締めくくれた

ことを誇りに思い、心より感謝しています。ありがと

うございました。４年間でしたが、思い出がいっぱい

です。 

 

学習支援員 阿部直哉 （松庵小へ新規採用） 

1 年間という短い間でしたが、井荻小で過ごした時間

は充実しており、とても楽しく過ごすことができまし

た。井荻小の子供はとても元気があり、学校に行くた

びに接しているこちらが元気になるようでした。また、

子供たちはもちろん、職員の方々や地域の方々にも気

軽に声をかけていただき1年間本当にお世話になりま

した。学校は変わりますが、今後も楽しんで子供と接

していきたいと思います。ありがとうございました。 

 

警備 永吉一元 （済美養護学校へ） 

井荻小学校では、３年間お世話になりました。子供た

ちの明るいあいさつ、保護者の方々の温かい笑顔、元

気な職員の方々、すてきな思い出がたくさんできまし

た。そして、この井荻小学校で退職を迎えられたこと

はとても光栄です。今年から再任用ということで、済

美養護学校で、新たなスタートを切っています。今ま

で本当にありがとうございました。 

 

転出された職員 

教諭 平田真之 （江戸川区立南葛西第三小へ） 

この井荻小学校では、4 年間お世話になりました。教

師 1年目だった私にとっては勉強になった4年間でも

あり、とても楽しい 4年間でありました。井荻小学校

の良いところは、みんなが仲の良いところです。だか

らこそ、とても良い楽しい 4年間が過ごせたのだと思

います。これからも、みんな仲のよい井荻小学校であ

り続けてください。本当にありがとうございました。 

 

教諭 新津教子（練馬区立下石神井小へ） 

善福寺川の清掃をはじめ、学校のために働いている６年生

の姿、算数の難しい問題に真剣に挑戦する姿など、素敵な

子供たちに出会えて本当に良かったです。３か月間だけで

したが、お世話になりました。ありがとうございました。 

 

栄養士 大久保直子 （富士見丘小へ） 

7年間お世話になりました。善福寺川の近くできょうだ

い学年仲の良いみなさんと過ごせたこと。新メニューを

給食室のメンバーで協議し、試作し、「おいしかった」

の声が聞けたこと。たくさんの思い出ができました。こ

れからも食べる事を大切にしていってください。 

 

用務主事 平野浩一 （八成小へ） 

井荻小での二年間大変お世話になりました。休み時間

には主事室から見える中庭で子供たちが楽しそうに

遊んでいる姿が懐かしく思います。保護者の皆様には、

ご協力いただき心から感謝いたします。 

 

用務主事 富永 伸三 （浜田山小へ） 

一年間という短い期間でしたが、ありがとうございま

した。代替職員という留守にしがちな勤務でしたが、

職員はじめＰＴＡの方、子供たちまで何のわだかまり

もなく接していただき、本当に感謝しております。今

度は、浜田山小学校という区内でも多くの子供たちが

いる学校に異動しますが、がんばっていこうと思って

おります。本当にありがとうございました。 

 

事務嘱託 山根祐子 （高井戸第四小へ） 

緑に囲まれた静かな環境でたくさんの方々に支えら

れて過ごした２年間でした。お世話になりました。あ

りがとうございました。 



 はじめまして。 

新しく転入した職員 

 

主幹 澁谷あゆみ（高井戸小より） 

井荻小学校の子供たちの第一印象、①よく遊ぶ。 

②よく食べる。③話の聞き方がうまい。そして、一番

驚いたことは、地域や保護者の方々の強力な協力体制

です。こんなにすばらしい学校に来られたことをとて

も幸せに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教諭 栗原慎太郎 （小平市立第十二小より） 

小平市立小平第十二小学校から異動して参りました

栗原慎太郎です。算数少人数を担当させていただきま

す。「算数が好き」な児童を一人でも増やしたいと考

えています。よろしくお願いいたします。 

 

教諭 大沼文恵 （新規採用） 

 1 年 2 組の担任となりました、大沼文恵です。ずっ

と夢だった小学校の教員となり、喜びでいっぱいです。

井荻小学校の子供たちは、元気で、やさしくて、いつ

も笑顔をもらっています。子供たちの笑顔を大切に、

子供たちが「学校に行くのが楽しい」と思えるように

精一杯がんばっていきます。よろしくお願いします。 

 

教諭 土屋典子 

（産休代替教員として世田谷区立玉川小より） 

井荻小学校のみんなと楽しく学習したり、話したりす

るのをとても楽しみにしてきました。１日１日を大切

に、明るく元気に過ごしていきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

非常勤講師 阿部直樹 （新規採用） 

体育の授業が大好きです。みんなが体育好きになるよ

うな授業を目指します。よろしくお願いいたします。 

 

学習支援員 藤家礼子 （高井戸第三小より） 

藤家礼子と申します。月曜日と金曜日に皆さんと一緒

に楽しく勉強したいと思います。どうぞよろしくお願

いします。 

 

 

非常勤栄養士 大竹かづゑ （和泉中より） 

和泉中からまいりました。子供たちに安全でおいしい

給食を作っていきたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。 

 

事務嘱託 鈴木浩一（新規採用） 

はじめまして。ぼくは築地で３０年働き、その後、休

日は地域で体育指導委員をやっています。海と山を愛

し、スポーツと映画をバイブルとして、世界中を旅し

てきました。地球は本当に美しく素晴らしい星です。

そして、人間は経験と学習で常に成長して生活してい

ます。まだこれからもっと多くの事を吸収して人生を

歩いていこうと思っています。 

 

用務技能長 西川富士子 （和田中より） 

はじめまして、和田中から参りました西川です。井荻

小学校に来て驚いたのは善福寺川が地域内に流れて

いる事です。毎日の学校生活が安全に過ごせる様に、

環境管理に気を付けていきます。よろしくお願いしま

す。 

 

用務主事 藤巻静枝 （ゆうゆう高円寺東館より） 

はじめまして。学校でのお仕事は初めてです。井荻小

学校の皆様が気持ち良い学校生活が送れるように環

境整備に努めたいと思います。よろしくお願い致しま

す。 

 

警備主事 都筑高志 （桃井第五小より） 

桃井第五小学校より参りました。実は 15，6 年ほど前

にここ井荻小で数か月勤務していたことがあります。

6年生もまだ生まれる前のことですね。当時と比べて、

校舎は一部を除いてほとんど変わりがありませんが、

主事室から見える中庭の桜の木はずいぶん大きくな

った気がします。私も、老木になりましたが、まだま

だ新しい発見があるのではと期待しています。 

 

警備主事 羽生洋三 （杉並第一小より） 

定年退職後、再任用の学校警備職員として、赴任しま

した。前任校は繁華街の中の杉一小でしたので、ハク

セキレイやオナガの飛び交う井荻小の環境がいっそ

う新鮮に感じます。まだ仕事の要領がつかめず戸惑う

ことも多い毎日ですが、よろしくお願いします。 



日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定
1 日 [休] 17 火 事前健診（5，6年）尿検査１次予備日
2 月 全校遠足　 18 水 移動教室始（5，6年）　午前授業
3 火 [祝]憲法記念日 19 木
4 水 [祝]みどりの日 20 金 移動教室終（5，6年）
5 木 [祝]こどもの日 21 土 創立６０周年応援バザー
6 金 離任式 　視力（１年） 22 日
7 土 23 月 クラブ活動　教育実習始

8 日 24 火
セーフティ教室(全) 内科（1,2年）
ＰＴＡ総会（Ｂ時程）

9 月 委員会活動　安全指導 25 水 心臓検診（１年他）

10 火 理科教室（4年） 26 木 野鳥観察会（3，4年）

11 水
地区一斉下校　耳鼻科健診（全）
消防写生会（2年） 27 金

12 木
区学力調査（３～６年）
歯科健診（１，２，６年）
研究会のため５時間授業（Ｂ時程）

28 土 地区班全体会（ＰＴＡ）

13 金 眼科健診（1，5，6年生） 29 日
14 土 30 月
15 日 31 火 尿検査２次
16 月 避難訓練　尿検査１次

５月の行事予定

 

   

 
 
 

４月１５日（金） 全校生で 1 年生を歓迎しま

した。１年生が入学してくることをとても

楽しみにしていました。 

地区班編成・一斉下校 

  ５月１１日（水）１３：４５～ 

「地区班」で集まり、近所に住む友だちと顔合

わせをします。班員の確認、班長副班長の選出、

通学路の危険箇所の確認なども行います。 

 １４：１５頃から一斉下校をします。災害時

等にはこの「地区班」で一斉下校をすることに

なります。 

 

５月の生活目標  

『きまりを守って楽しい学校を作ろう』  

楽しい学校ってどんな学校でしょう。井

荻小には３００人以上の子供たちが生活

しています。お互いが気持ちよく過ごすた

めには、必ず何らかの約束が必要になって

きます。お互いが毎日を気持ちよく過ごす

ことができるよう、いくつかのきまりがあ

ります。 

「３分前行動」など時間を守って行動す

る。昼休みの後チャイムが鳴らなくてもさ

っと遊びを切り上げ、それぞれの掃除場所

に向かう姿。とても立派です。「話をきち

んと聞く」。集会の時、前に立った先生が

静かになるまで待っています。その待つ時

間がだんだん減り、「静かにしましょう」

そんな声かけをすることも減ってきまし

た。とても嬉しいです。このように約束を

守って誰もが「楽しい」と思う学校にして

いきましょう。 

     生活指導部 吉住和見 

 


