
 

  

 

 

 

 

陽春の候、美しい春の舞台が整いました。

保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝

にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。 

お子様のご進級、ご入学、誠におめでとう

ございます。 

私は、前任の梅津典子校長の後を引き継ぎ、

４月１日付で杉並区立高井戸第四小学校副校

長から、本校第１７代校長として着任いたし

ました小澤伸生と申します。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

本日、５８名の元気な一年生を迎えました。

子供たちは、少し不安を抱きながらも小学校

という新しい世界に目を輝かせ、大きな希望

を胸に新しいランドセルを背負って登校して

きたことと思います。 

また、２年生から６年生もそれぞれ新しい 

学年での生活が始まりました。新たな教室、

新たな友達との生活に胸を躍らせていること

でしょう。全校１３学級、児童数３３１名で

の井荻小学校２８年度のスタートです。 

そして私も、新学期を迎えた子供のように

胸を弾ませていると同時に、開校６５周年を

誇る歴史と伝統の井荻小学校の教育を担うこ

とになった責任の重大さを感じています。 

今後は、梅津前校長の業績に学びつつ、「共

に学び共に支え共に創る杉並の教育」（杉並教

育ビジョン２０１２）の下、「児童・保護者・

地域から信頼され、愛され、魅力のある学校」

を目指して、創造的な学校経営を行い、全教

職員とともに子供たちの教育に誠心誠意努力

してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

本校の教育目標は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

今も昔も変わらず、学校教育に携わる私達

の一番の願いは、子供たちが知・徳・体の調

和のとれた人として成長することができるよ

うに支え励ましていくことです。 

具体的には、各教科等での基礎的・基本的

な学力を確実に習得し、その学びを活用し、

自分で問題解決をしていく子供を育てます。 

また、人とのふれあいから、そのよさを学

び、物事の善悪を慎重に見極め、正しいもの

よいものを受けとめ、行動できる子供を育て

ます。 

さらに、これらを支える健康や体力、将来

の自分の生き方を考えていける子供を育てま

す。 

本校は、地域・保護者の皆様、そして強力な PTA、

学校支援本部のお力添えのもと、環境教育を初めと

する様々な試みに積極的に取り組んできた学校と、

以前から認識しておりました。本年度もその流れを

止めることなく、教職員一同「チーム井荻」として、

学級・学年、そして学校の枠を超えて、様々な教育

活動にチームワークよく取り組んでいく所存です。

ご理解と力強いご支援を今後ともよろしくお願い申

し上げます。
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～ 平成２８年度 井荻小学校のスタートです ～ 
 

 

井荻小学校 教育目標 

◎考える子（重点目標） 

○やさしい子 

○強い子 

校長 小澤 伸生 



平成２８年度 職員の異動について 

＜定年退職＞ 

主任教諭       星野 桂 

         

＜退職＞ 

校長          梅津 典子 

教諭         山口 真        

教諭             田口 靖弘 

        

再任用（警備）     都築 高士 

再任用（警備）    伊藤 幸信 

区ＳＣ        常山 美和子 

 

＜転出＞ 

教諭         工藤 尋大  

  （西東京市立谷戸小学校へ） 

教諭               拓郎 

  （杉並区立松庵小学校へ） 

事務         佐藤 亮 

        （杉並区立高井戸東小学校へ） 

 

 

＜転入＞ 

校長       小澤 伸生 

        （杉並区立高井戸第四小学校より） 

主幹教諭（再任用） 田中 成和 

    （小笠原村立小笠原小学校より） 

教諭         中村 光春  

（三鷹市立大沢台小学校より） 

事務          相澤 綾子 

        （杉並区立井草中学校より） 

非常勤教諭     小出 真弓 

        （杉並区立桃井第三小学校より） 

理科支援員     笹井 伸子 

        （杉並区立高井戸小学校より） 

再任用（警備）   戸嶋 吉美 

        （杉並区立杉並第三小学校より） 

再任用（警備）   早川 一郎 

        （杉並区立荻窪小学校より） 

＜新規採用＞ 

教諭         長島 瑞樹 

＜産休代替＞ 

教諭        与那覇 望 

        （山口 千春先生の代わりとして） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度 井荻小学校職員組織 

○校長 小澤 伸生  ○副校長 四海 満 

○主幹・主任 

教務主幹    ： 小室 純子  

生活指導主幹： 田中 成和 

研究主任：片桐 郁夫  保健主任：中野 眞美 
特別支援教育コーディネーター：中野 眞美  住谷 陽子 

○担当             ☆学年主任 

１年１組 小竹 裕香  １年２組☆清野 純子 

２年１組☆森安 美穂  ２年２組 進藤 奈美 

２年３組 与那覇 望 

３年１組☆佐藤 由希  ３年２組 田中 成和 

４年１組☆小室 純子  ４年２組 長島 瑞樹 

５年１組☆片桐 郁夫  ５年２組 大沼 文恵 

６年１組☆石塚 八千代 ６年２組 中村 光春 

音楽(１年、３～６年)      高野 裕子 

図工(２～６年)        廣瀬 祐美 

算数少人数(３～５年)、６年理科  古野 博 

算数少人数（６年）、６年副担任、   

新人育成教員            住谷 陽子 

理科(３・４年)、３年副担任   小出 真弓 

養護教諭           中野 眞美 

学校司書           土屋 文代 

学習支援教員         磯田 悦子 

スクールカウンセラー      岩崎 厚子 

理科支援員          笹井 伸子 

 

事務主任           相澤 綾子 

事務嘱託員          小林 智美 

鳴滝 みどり 

用務技能長          西川 富士子 

用務技能主任         土屋 多市 

用務主事           渡具知 祐子 

栄養士            峯岸 美野里 

調理技能主任         齋藤 雅司  

渡邊 太郎 

調理主事           埴原 永幸 

調理再任用           藤根 良子  

調理パート            上武 公仁代 

警備再任用    佐藤 則雄  戸嶋 吉美 

                 早川 一郎 

交通指導員    寺西 裕   流割 悟 

               堀ノ内 輝男 

校庭開放指導員 室園 隆   室園 洋子 

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：木下 亨 

薬剤師：本多 玲子 

 



  

 

平成２８年度 生活時程表 

 

 

生活時程表について 

○８：１５から８：２５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７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。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） 

 24 日 卒業式 

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  田中 成和 

  

 その島では大型船が入港する日、初めての来島者

に「お帰りなさい！」と声をかけます。そして、手

厚いおもてなしがスタート。当然、変わった？「お

帰りなさい！」の歓迎に、旅人は「初めて訪れたの

に…？」戸惑いを感じながら素晴らしい体験を重ね

て行きます。島中を散策し、美しい海で泳ぎ、大き

なクジラや魚と出会う。世界自然遺産に感動し、心

の底から来てよかった！と満足する時間を経験し

ます。 

世界で一番美しい夕日が何度も沈み、いよいよ旅

は終わりに近づきます。そして、出港日。家路につ

く日。見送り船に囲まれて出港した大型船内は、旅

人の涙にあふれます。「行ってらっしゃい！」の最

後のあいさつに、見送り船でレイを投げる手が震え

ます。 

 

「必ずこの島に、また帰ってこよう」という思い

に、「あいさつの意味」がやっと理解できます。「お

帰りなさい」と「いってらっしゃい」が創る素晴ら

しい時間。あいさつを交わすことが豊かな暮らしへ

の「はじめの一歩」です。きっと大切な時間を創り

ます。 

 

さあ、新年度のはじめの一歩！井荻小学校が気持

ちよいあいさつであふれますように。春！感動！桜

満開！元気にスタートしましょう。 



 

※ＳＣ…スクールカウンセラー来校日 

 

     

     

 

 

５月 

6 日 離任式 

14 日 土曜授業 引き取り訓練 

 

６月 

11日・12日 学校公開 

30 日 いおぎまつり 

 

７月 

9 日 土曜授業 セーフティ教室  

15 日 終業式 

８月 30 日 始業式 

９月 2 日～9 日 夏休み作品展 

 
24 日 運動会 

10 月 

18 日 開校記念日（休校） 

22 日 土曜授業 オープンスクール 

26 日 連合運動会（６年） 

11 月 

14 日～16 日 富士学園移動教室 

（５年・６年） 

26 日 土曜授業 

30 日 連合音楽会（５年） 

12 月 
9 日・10 日 展覧会 

22 日 終業式 

１月 
10 日 始業式 

14日 土曜授業 書き初め展始 

２月 10日・11日 学校公開 

３月 

１日 ６年生を送る会 

11 日 土曜授業 

23 日 修了式 

24 日 卒業式 

１  金  

２ 土  

３ 日  

４ 月  

５ 火 春季休業日終 前日準備（新６年生） 

６  水 始業式・入学式 

７ 木 大掃除 朝遊び始め 

４時間授業（12：30 頃下校予定） 

８ 金 給食開始（２～６年） 専科授業開始 

保護者会（５・６年） 

９ 土  

10 日  

11 月 クラブ 計測（２，４，６年） 

安全指導 

12 火 計測（１，３，５年） 

保護者会（３，４年）      ＳＣ 

13  水 午前授業 

14 木 １年生を迎える会 視力検査（６年） 

保護者会（１・２年）１年生給食開始 

15 金 視力検査（５年） 避難訓練 

地域訪問①Ｂ時程５時間授業 

16 土  

17 日  

18 月 委員会 視力検査（４年） 

19 火 全国学力調査（６年） 視力検査（３年） 

地域訪問② 交通安全教室（１年） 

Ｂ時程５時間授業        ＳＣ 

20  水 視力検査（２年） 午前授業 

21 木 視力検査（１年） 地域訪問③  

Ｂ時程５時間授業 

22 金  

23 土 地区班一斉下校（１１：３０頃下校予定） 

24 日  

25 月 聴力検査（１年） 

クラブ 

26 火 聴力検査（２年）       ＳＣ 

27  水 全校遠足 

28 木 聴力検査（５年） 

29 金 昭和の日 

30 土  

主な年間行事予定 

＜お知らせ・お願い＞ 

○新しい年度になったので「一斉メール」の更新をお願いたします。詳しくは後日、別紙にてご連絡します。 

○８時１０分前に登校した児童は、校庭ですごしましょう。（朝の時間、中庭は使えません。） 

 

 


