
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校庭の桜が、入学・進級を祝うように花開

き、初々しい１年生６６名を迎え、平成２６

年度のスタートを切りました。 

保護者の皆さま、入学、進級おめでとうご

ざいます。 

 

 井荻小学校の学校目標は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

この目標をもとに『楽しい学校生活にしよ

う』と昨年度の代表委員会の子どもたちが、

どんなことをしたらいいのかを話し合い、ま

とめてくれました。 

（職員室前に掲示してあります。） 

 

○考える子 

 ・なんでも挑戦する 

 ・まちがいは認める 

 ・工夫する 

 ・まちがいは修正する 

 ・人の気持ちを考える 

 ・分からないことはそのままにしないで

ちゃんと分かるまで聞く  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○やさしい子 

 ・差別しない 

 ・やさしく注意する 

 ・アドバイスをしてあげる 

 ・やさしく教える 

 ・困っている子の相談に乗る 

 ・人が嫌がることはしない 

 

○強い子 

・自分の考えをもっている 

 ・流されない 

 ・やさしい 

 ・あきらめない 

 ・何事にも一生けん命 

 ・困っている人がいたら守る 

 

「自分の考えをもち、流されない」「自分のこ

とだけでなく人のことも考え、優しく接する」

そんな井荻の子どもたちの姿が浮かんできま

す。子どもたちは、成りたい自分のイメージ

がしっかりできているのだと思います。 

子どもたちが自主的に話し合ったことが実

現できるように、教職員一同全力を尽くした

いと思います。今年度も、保護者・地域の皆

さまのご理解・ご協力を

お願い申し上げます。 
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本校の教育目標 

◎考える子（重点目標） 

○やさしい子 

○強い子 

夢の実現に向けて  

～どの子も伸びて、学び合う学校 井荻小学校～ 

 

校長 梅津 典子 

 



 

平成 2６年度 職員の異動について 

＜退職＞ 

退職教諭(産休代替)  重原 由紀 

（新規採用で中野区立桃園第二小学校へ） 

警備再任用         高田 重彦 

用務パート         清水 かほる 

スクールカウンセラー(区)  木戸 久恵 

SR 指導員      澤地 都志子 

 

＜転出＞ 

主任教諭           坂口 美穂子 

  （杉並区立杉並第二小学校へ） 

主任教諭           蛭田 真希子  

（杉並区立沓掛小学校へ） 

事務嘱託員         鈴木  浩一   

    （杉並区立杉並第九小学校へ） 

＜転入＞ 

主任教諭        高野 裕子 

    （杉並区立杉並第二小学校より） 

教諭          石塚 八千代  

（足立区立弥生小学校より） 

教諭(産休代替)      近 孝将 

        （杉並区立沓掛小学校より） 

用務技能主事      荻田 一代   

（杉並区立四宮小学校より） 

事務嘱託員       小林 智美   

（杉並区立桃井第三小学校より） 

警備再任用       佐藤 則雄   

（杉並区立桃井第五小学校より） 

＜新規採用＞ 

スクルーカウセラー(区)  常山 美和子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 井荻小学校職員組織 

○校長 梅津 典子  ○副校長 小谷 恒司 

○主幹・主任 

教務主幹    ： 小室 純子  

生活指導主幹： 澁谷 あゆみ 

研究主任：星野 桂  保健主任：横山 美佳 
特別支援教育コーディネーター：横山 美佳  住谷 陽子 

○担当             ☆学年主任 

１年１組 近 孝将   １年２組☆星野 桂 

２年１組☆清野 純子  ２年２組 大沼 文恵 

３年１組 丸山 裕香  ３年２組☆澁谷 あゆみ 

４年１組☆石塚 八千代 ４年２組  拓郎 

５年１組 小室 純子  ５年２組☆山口 真 

６年１組☆工藤 尋大  ６年２組 住谷 陽子 

音楽(1 年、3～6 年)     高野 裕子 

図工(2～6 年)        廣瀬 祐美 

理科(4～6 年)        古野 博 

算数少人数(3～6 年)     栗原 慎太郎 

算数少人数（６年）1・2 年副担任   椎野 祐子 

家庭科(5・6 年) スタディルーム担当  吉住 和見 

養護教諭           横山 美佳 

学校司書           土屋 文代 

学校支援教員         磯田 悦子 

スクールカウンセラー(区)    常山 美和子 

スクールカウンセラー(都)    岩崎 厚子 

スタディルーム指導員     木戸 久恵 

事務主事           佐藤 亮 

事務嘱託員          青木 美穂 

小林 智美 

用務技能長          西川 富士子 

用務技能主任         高橋 百合子 

荻田 一代 

栄養士            長田 昌子 

調理技能主任         齋藤 雅司  

横山 智恵 

調理再任用           内山 由雄  

笠原 憲東 

調理パート            上武 公仁代 

警備再任用    伊藤 幸信  都筑 高志 

                 佐藤 則雄 

交通指導員    寺西 裕   車谷 惠子 

                     流割 悟 

学校警備員          高橋 博 

学校医 

 内科：近藤 喬     眼科：酒井 隆介  

耳鼻科：山口 展正   歯科：宮下 満佐子 

薬剤師：本多 玲子 



 平成２６年度 生活時程表 

  

        

生活時程表について 

○８時１５分から８時２５分までに教室に入れるよう、登校させてください。 

○朝７：４０～８：１５は、朝遊びとして、校庭で遊べます。（４月９日から実施予定） 

○月曜日６校時は、月１回程度クラブ・委員会活動を行います。（活動のない日の４･５･６年生は、通常授業です。） 

○Ｂ時程は、水曜日の他、臨時の会議がある日等に設定します。この日は昼休みがないので、午後の時程が早くなります。 

○８：３０～８：４５は、月曜：全校朝会 火曜：朝学習 水曜：朝読書 木曜：児童集会 金曜：朝学習 の予定です。 

○３～６年生は放課後遊びができ、最終下校時間は１５：５０です。 

○水曜日の放課後は、校庭開放を行っています。一度、下校してからの利用になります。 

 

 Ａ時程（月・火・木・金） Ｂ時程  

（水・土ほか） 

登校 ８：１５～８：２５ 

朝の準備・移動（職員朝会は８：２０～） 

朝会集会・

朝学習 
８：３０～８：４５ 

第１校時 
８：５０～９：３５ 同左 

第２校時 
９：４０～１０：２５ 同左 

中 休 み  

(移動含む) 
１０：２５～１０：４５ 同左 

第３校時 １０：４５～１１：３０ 同左 

第４校時 １１：３５～１２：２０ 同左 

給食 １２：２０～１３：０５ 同左 

昼休み 

(移動含む) 
１３：０５～１３：２５ 昼休みなし 

清掃  

 (移動含む) 
１３：２５～１３：４５ 

簡単清掃 

 

第５校時 
１３：４５～１４：３０ 

１３：１５ 

～１４：００ 

第６校時 
１４：３５～１５：２０ 

☆クラブ・委員会の時のみ 

（１４：４０～１５：２５） 

 

１４：０５ 

～１４：５０ 

 

最終下校 

放課後遊びあり（3～6 年） 

１５：５０ 

11：45（３時間） 

13：15（4 時間） 

14：15（５時間） 

15：05（６時間） 

詳しくは後日配布の

「井荻小の１日」を 

ご覧ください。 

４月の生活目標 

「気持ちのよいあいさつや返事をしましょう」 

          生活指導部  澁谷 あゆみ 

 「おはようございます。」という子どもたちの元気

な声で新学年が始まりました。 

いつも井荻小学校の朝は、子どもたちの元気な挨

拶から始まり、とても気持ちがいいです。 

一方、名前を呼ばれた時に「返事をする」という

ことは、少々苦手でした。毎週月曜日の朝会時に、

校長先生から様々な表彰があります。名前を呼ばれ

ても、だまって朝礼台に上り表彰されることが多か

ったのです。ところがある時、低学年の子どもが、

表彰で名前を呼ばれた時、大きな声で「はい。」と気

持ちのいい返事をしました。その声を聞いた瞬間、

みんな「おおっ。」とその声の主を探したほどでした。

その子に続き、その後から呼ばれた子どもたちも、

みんな元気に返事ができるようになりました。 

名前を呼ばれたら返事をする。簡単なようで、実

は我々大人であってもむずかしい時があります。特

に、思春期に入り始めた子どもたちにとっては，周

りを気にして返事をしなくなりがちです。しかし、

この小さなことがないがしろにされると、全てがな

し崩しになってしまいます。小さなことですが、子

どもたちのために、我々大人が力を合わせて、大事

にしていきたいところです。 

ご家庭でもぜひ、「名前を呼ばれたら返事をする」

ということを意識して生活してみてください。あた

りまえのことを、あたりまえにきちんとできる。こ

の小さなことを一つ一つ大切にして、過ごしていき

たいですね。 

 

 



 

 

 

１  火  

２ 水  

３ 木  

４ 金 春季休業日終了 

５ 土  

６  日   

７ 月 始業式・入学式  

８ 火 大掃除 

４時間授業（12：30 頃下校予定） 

９ 水 計測２～６年 朝あそび始め 

給食開始 ４時間授業 

10 木 専科授業開始  

保護者会（５・６年）４時間授業（５・６年） 

11 金 視力検査６年 

12 土  

13  日  

14 月 視力検査５年 委員会 

１年生給食開始 

15 火 視力検査４年 避難訓練 

保護者会（３・４年）４時間授業（３・４年） 

16 水 視力検査３年 

４時間授業（13：20 頃下校予定） 

17 木 視力検査２年 保護者会（１・２年） 

４時間授業（１・２年）  

18 金 計測 1年 １年生を迎える会 

地域訪問① Ｂ時程５時間授業 

19 土  

20  日  

21 月 聴力検査５年 クラブ 

22 火 聴力検査３年 国学力調査６年 

地域訪問② Ｂ時程５時間授業 

23 水 聴力検査２年 

４時間授業（13：20 頃下校予定） 

24 木 視力検査１年 

地域訪問③ Ｂ時程５時間授業 

25 金  

26 土 土曜授業 地区班一斉下校 

（11：３０頃下校予定） 

27  日  

28 月 聴力検査１年  クラブ 

29 火 昭和の日 

30 水 ２年２組 研究授業 

４時間授業（13：20 頃下校予定） 

  

 

５月 

２日 交通安全教室（1・2 年）離任式 

７日 全校遠足 

８日 区学力調査（３～６年） 

１０日 土曜授業 引き取り訓練 

21日～23日 体力調査 

  

 

6月 

２日～４日 富士学園移動教室（５・６年） 

13 日・14 日 学校公開 

１７日 音楽鑑賞教室（５年） 

１９日 生活科教室（２年）水泳指導始 

２５日 自転車安全利用講習会（３年） 

  

 

 

 

７月 

１日 いおぎまつり 

３日 都学力調査（５年） 

４日 保護者会（１・２・３年） 

８日 保護者会（４・５・６年） 

１２日 土曜授業 セーフティ教室 

１７日 給食終 

１８日 終業式 

夏休み中 個人面談実施（７/２２～７/３１） 

 １日 始業式 

 

 

 

９月 

４日 保護者会・道徳授業地区公開講座

（１・２・３年） 

５日 演劇教室（４年） 

8日～12日 学校見学 

９日 保護者会・道徳授業地区公開講座

（４・５・６年） 

１０日 水泳指導終 

２７日 運動会 

 
２９日 振替休業日 

10月 

１日 都民の日（休み） 

２日 社会科見学（５年） 

９日 社会科見学（３年） 

１１日 土曜授業  

１５日 連合運動会（６年） 

１８日 開校記念日 

２３日 生活科見学（１・２年） 

11月 

14 日・15 日 学芸会 

１７日 振替休業日 

２５日 社会科見学（４年） 

２６日 連合音楽会（５年） 

12月 

５日 保護者会（１・２・３年） 

９日 保護者会（４・５・６年） 

１３日 土曜授業 

２４日 給食終 

２５日 終業式 

１月 

８日 始業式 

９日 給食始 

１４日 校内書き初め展（～２０日） 

１７日 研究発表 

（全国道徳特別活動研究会全国大会） 

 
１９日 振替休業日 

２月 13 日・14 日 学校公開 

 
３日 保護者会（５・６年） 

３月 

４日 ６年生を送る会 

５日 保護者会（１・２年） 

６日 保護者会（３・４年） 

１４日 土曜授業 

２４日 修了式 

２５日 卒業式 


