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風薫る季節に
副校長
木々の緑が目に鮮やかな、風薫る季節とな
りました。青空の中、井荻小学校の中庭にも
大きな鯉のぼりが泳いでいます。元気に泳ぐ
鯉のぼりの姿に、子どもたちの健やかな成長
を願わずにはいられません。
４月に平成２５年度の新たなスタートをし
ました。今年度は６学年１２学級２８９名で
のスタートとなりました。ご多用の中、新学
期の保護者会に大勢の保護者の皆様の参加を
いただきありがとうございました。本校の教
育活動に対するご理解とご支援に感謝申し上
げます。
「楽しみな全校遠足」
さて、５月８日（水）には全校遠足が予定
されています。雨天の場合には、１０日（金）
が予備日となります。これは井荻小学校で例
年春に行われている全校挙げての学校行事で
す。普段はあまり触れることのできない自然
に親しむ機会としていきたいと思います。ま
た、異学年のグループで行動することを通し
て、学年が上の
子と下の子が親
しく交流し、上
学年の子は、小
さい子を優しく
思いやり、リー
ダーシップを発
揮する機会とし、
下学年の子は、
頼れるお兄さん、
お姉さんを信頼

小谷

恒司

して一緒に行動する機会としていきたいと思
います。規模の大きな学校では、学年ごとや
低・中・高の学年ブロックごとでの遠足を実
施することが多いのですが、全校規模での遠
足は井荻小学校ならではの学校行事といえま
す。
４月２２日には、きょうだい学年の班長会
が行われました。全校遠足の当日、きょうだ
い学年で行動する時にグループの中心となっ
て行動する班長が集まって打合せを行いまし
た。遠足での楽しみは、お家の人に作っても
らったお弁当を食べることが楽しみの一つで
すが、きょうだい学年のグループで行動する
オリエンテーリングを楽しみにしている子ど
もたちもたくさんいます。お弁当を食べてか
らは、学年での行動になりますが、公園に到
着してから昼食までの時間をきょうだい学年
のグループで行動します。各ポイントで出題
されるクイズに答えながら、楽しくコースを
回ります。
６年生と１年生、５年生と３年生、４年生
と２年生がペアを組みます。中でも、今年か
らお世話をされる側からお世話をする側にな
る４年生が、楽しい全校遠足になるようにと
張り切っています。
本年も教育目標に掲げられている「考える
子」「やさしい子」「強い子」を育んでいける
よう、充実した教育活動を推進して参ります
ので、保護者の皆様のご支援をよろしくお願
いします。

お世話になりました。
転出された職員
教諭

林 和江（四宮小学校へ）

調理主事（再任用）番場 令子（馬橋小学校へ）
井荻小には、３年間お世話になりました。新しい学
校でも、心機一転、がんばります。
どうもありがとうございました。

井荻小学校は、私にとって大切な母校でもあります。
私が教員を目指したのは、井荻小での小学校生活が楽

退職された職員

しかったからです。私の教員としての原点は、ここ井

教諭

望月

瀬里菜

荻小にあります。子ども時代を含め、井荻小では実に

井荻小での 1 年間は、常に私自身の小学校時代を思

多くのものを学ばせていただきました。この７年間に

い出しながら過ごしていました。清々しい朝の校庭、

出会うことのできた子どもたち、そして、保護者・地

校内に飛び交う元気な声、授業の緊張感、そして放課

域の皆様に心より感謝しています。これからは、卒業

後の寂しげな教室。どれも、時や場所を超えて変わら

生の一人として井荻小のさらなる発展を、ずっと応援

ない鮮やかな思い出です。１年間、本当に楽しく充実

させていただきます。本当にありがとうございました。

していました。また、これから未来を切り拓く子ども

教諭

たちから、毎日エネルギーをもらえて幸せでした。

宮岡 慶子（杉並第八小学校へ）

６年間で井荻小を卒業することになりました。明る
く、素直な子どもたちと過ごした日々は宝物です。特

短い間でしたが、どうもありがとうございました。
講師

手塚

佐智子

に思い出深いのは、２度の展覧会です。全校で作った

井荻小学校では、１年間、大変お世話になり、あり

「カラフルシャンデリア」
（ステンドグラス風）や、
「虹

がとうございました。井荻小学校の明るく元気な子ど

のかけはし」（体育館中央に、全員の夢を描いた虹の

もたちに出会えたこと、一生忘れません。

かけらをつなげた作品）
。それから 60 周年のシンボル

週２日勤務の私は、子どもたちに名前と顔を覚えて

マーク「はばたけ未来へ」。どの作品もみんなの気持

もらえないかも、と思いました。しかし、井荻小の子

ちを１つにつないだ作品で、仲がよい井荻小を表して

どもたちは、全学年の子どもたちがあいさつすると元

いると思います。今までありがとうございました。

気に返してくれ、クラスに入ると人なつっこく話しか

用務主事

けてくれて、とてもうれしかったです。こんな素敵な

武田 敏彦（中瀬中学校へ）

井荻小学校の皆さん、僅か１年という短い期間でし
たがお世話になりました。自然に恵まれた校庭は四季
を感じるすばらしい環境でした。次の中学校もビオト
ープなどで四季を感じる学校です。
井荻小の経験を生かせるよう、がんばります。
調理主事

郡司 夕起夫（馬橋小学校へ）

子どもたち、そして地域で過ごせ、本当に幸せでした。
ありがとうございました。
用務（嘱託）

藤巻 静枝

２年間、大変お世話になりました。校内で仕事をし
ていると、子どもたちから「ありがとうございます」
と声をかけていただき、とてもうれしく思いました。

給食の代替として、１年間お世話になりました。料

「今日もがんばろう」とたくさんの元気をいただきま

理を沢山よそっても、空になって返ってくる高学年、

した。明るく、楽しく働くことができましたこと、感

片づけをしていると声をかけてくる子どもたち。もっ

謝しております。ありがとうございました。

と一緒に過ごしたかったのですが、残念です。

警備（再任用）

羽生 洋三

短い間ですが、どうもありがとうございました。

杉並区には 40 年間勤務してきましたが、井荻小を

調理主事（再任用）齊藤 みゆき（泉南中学校へ）

最後に退職することになりました。２年間、皆様には

井荻小には再雇用、再任用として４年間、お世話に
なりました。良い仲間や先生方、職員の方々に囲まれ、

たいへんお世話になり、ありがとうございました。
登校時に見送りのお母さんと別れるのをいやがっ

楽しく仕事をすることができました。この度、泉南中

ていた１年生も皆、いつの間にか自ら進んで朝のあい

に異動することになりました。気持ちを新たに、新し

さつができるようになっていて感心させられたもの

い職場でがんばろうと思います。

です。井荻の子どもたちのさらなる成長を祈念してお

ありがとうございました。

ります。

新しく採用された職員

はじめまして。

教諭

新しく転入した職員
教諭

廣瀬

祐美

初めまして。教師として新たな気持ちでこの春を迎

安井 政子（杉並第七小学校より）

区内の杉七小より異動して参りました。野鳥観察が

えることとなりました。豊かな自然に囲まれ、笑顔い
っぱいの子どもたち。この井荻小学校でどのような出

できるという静かな地域環境、校内に流れる春風のよ

会いが待っているのか、とても楽しみにしています。

うな温かい空気、交わされる言葉の優しさ・・・すべ

日々を大切に学び、努力したいと思います。

てが素敵で、新たな出会いに感謝する毎日です。

どうぞよろしくお願いいたします。

この気持ちを忘れることなく、素敵な井荻小の子ど
もたちとともに、一日一日を大切に過ごしたいと思っ
ております。どうぞよろしくお願い致します。

スクールカウンセラー（都）岩崎

厚子

都スクールカウンセラーとして、新たに井荻小学校
に配属されました。井荻小は落ち着いた、とても雰囲

教諭

あべ

拓郎 （高井戸小学校より）

杉並区立高井戸小学校から異動してきました。明る

気のいい学校ですね。子どもたちや保護者の皆様との、
これからの出会いを楽しみにしております。

く元気な子どもたち、温かい保護者の方々や教職員の

今年度よりカウンセラーは二人体制となります。私

方々と新しいスタートを切れたことを本当にうれし

は木曜日に来ますので、ご相談などがございましたら、

く思います。チーム井荻の一員として、精一杯頑張り

お気軽にお声かけください。

ます。どうぞ、よろしくお願い致します。
調理主事（再任用） 笠原

憲東（馬橋小学校より）

この度、馬橋小から井荻小へ異動してきました笠原
憲東です。今年から再任用１年目の新人です。子ども
たちにおいしい給食を作りたいと思います。よろしく
お願いします。
警備

高田 重彦（荻窪小学校より）

南伊豆健康学園から荻窪小、そして井荻小へ来まし
た。南伊豆は自然がいっぱいで楽しかったです。荻窪
小は新しい校舎ですが、中は木の香りと自然の温もり
のある学校でした。井荻小は 60 年の歴史があるそう
で、歴史を調べるのが楽しみです。
朝は北門に立っています。１年間、元気にあいさつ
して、みなさんと仲良く安全にすごしたいと思います。
よろしくお願い致します。
用務

清水かほる （高井戸第二小学校より）

校舎と校舎の間を川が流れているなんて、とっても
素敵な学校ですね。自然がこんなに身近にあることは
ありがたいことです。緑に囲まれ、野鳥が毎日やって
くる…素晴らしい環境で、皆様のお役にたてればと思
います。

１

水

５月

理科教室４年
引き取り訓練 ピンテープ配布
SC→（スクールカウンセラー来校日）

５月の生活目標
『きまりを守って、
楽しい学校を作ろう』
生活指導部 山口 真

２

木

離任式・Ｂ時程（ＰＴＡ歓送迎会）SC

３

金

憲法記念日

もしも、学校で一人一人が勝手なことを

４

土

みどりの日

していたら…。お互いがいやな思いをして、

５

日

こどもの日

学校で生活することに耐えられなくなると

６

月

振替休日

思います。家庭にも、学校にも、スポーツ

７

火

委員会活動 生活リズム表始

にも、遊びにも、きまりがあります。きま
りを守らずスポーツをしたら、きまりを守

ピンテープ回収
SC

８

水

全校遠足

９

木

区特定課題調査３～６年
眼科検診１・２・６年

うか。ぜひ、よく考えてほしいと思います。
SC

金

安全指導日 全校遠足予備日

11

土

いおぎ丸バザー

12

日

13

月

腎臓検診一次（全） 生活リズム表終

14

火

腎臓検診一次予備日

いこと」
「登下校の時間を守ること」などで
す。きまりを守ることを続け、毎日を気持

15

水

４時間授業 消防写生会（２年）

16

木

歯科検診（全）午前

土

19

日

20

月

21

火

22

水

と感じられる学校を児童が作る。そして、
きることにつながることを願っています。

内科・移動教室事前健診５・６年（午後）
18

ちよく過ごすことを通して、心から楽しい
それが、きまりがなくても正しい行動がで

土星と月の観察会（夕方から）

金

例えば、学校のきまりは、
「廊下は走らな
いこと」
「中休みはボールをける遊びはしな

10

17

らず遊んだら…本当に楽しくできるでしょ

セーフティ教室１・２・３年

一年生をむかえる会
4 月 19 日（金）
全校児童で１年生を歓迎

弓ヶ浜移動教室５・６年始

しました。
弓ヶ浜移動教室５・６年終
消防写生会（予備日）

SC
SC

23

木

Ｂ時程

24

金

心臓病検診１年 野鳥観察会３・４年

25

土

26

日

27

月

クラブ活動

28

火

内科検診１・４年

29

水

耳鼻科検診（全） 体力調査始
SC
地区班一斉下校 腎臓検診二次予備日

30

木

SC

31

金

ＰＴＡ総会

体力調査終

腎臓検診二次

地区班編成・一斉下校
５月２９日（水） １３：４５～
「地区班」で集まり、近所に住む友
達と顔合わせをします。班員の確認、
班長副班長の選出、通学路の危険個所
の確認なども行います。災害時や緊急
時にはこの「地区班」で一斉下校をす
ることになります。

