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関わっていく力を大切に
副校長

四海 満

薫風かおる５月を迎え、新緑の美しい爽やかな

うに上手にサポートしてくれています。朝のお世

季節になりました。様々な木々の若葉の緑が命の

話が終わると、教室の前に６年生が立ち、１年生

息吹を感じさせます。

がみんなでお礼を言います。「こうやって６年生

新年度が始まって早１ヶ月、毎朝元気よく登校
してくる子どもたちの声が校庭に響いています。
ドキドキして入学してきた１年生もすっかり学

のみんなに教えてもらいながら、コミュニケーシ
ョン力も育っていくのだな。」と思いました。
さて、井荻小学校では、全校遠足を実施してい

校に慣れ、校庭で元気いっぱい遊んでいる姿が見

ます。この全校遠足は、１年生と６年生、２年生

られます。クラス替えがあった学年も、新しい学

と４年生、３年生と５年生がきょうだい学年とし

期が始まって少し緊張していたのではないかと

て、一緒にペアを組んで昭和記念公園まで行きま

思いますが、子どもたちは新しい仲間とすぐに仲

す。この行事も子どもたちのコミュニケーション

良くなり、よく協力して過ごしています。先生方

力を高めるには、もってこいの行事です。全校遠

も、子どもたちの様子を見ながら、みんなが力を

足当日までに、きょうだい学年集会できょうだい

合わせて良い学級を築いていけるように、褒める

学年が同じ部屋に集まり、話し合いを行い、当日

ところは褒め、注意すべきところは注意して、み

の流れや決まりを確認します。上の学年は下の学

んなが心地よい学級で過ごせるように取り組ん

年をよくリードして、話し合いを進めていました。

でいます。

今年度は、４月２７日（水）に行われました。

心地よい学級にするためには、まずは学級の子

当日は天気も心配されましたが、安全に楽しく行

どもたち同士が本当の仲良しになることです。そ

ってくることができました。上の学年の子どもた

のためには、より良いコミュニケーション力が必

ちが「疲れてない？」と気遣ったり、「次はあれ

要です。それには、進んであいさつすることや人

をやってみよう。」と促してあげたりしながら、

の気持ちを気遣うことが大切です。学校でも先生

下の学年の面倒をよくみてあげていました。

方が進んで子どもたちにあいさつをしています。

今年度も子どもたちの関わり合い、学び合いを

朝、大きな声であいさつを交わし、進んで声をか

大切にしていきながら、「鳥の学校」と呼ばれて

けていくところから、友達とのいろいろな関わり

いる井荻小の自然に親しむ活動や豊かな心を育

合いが生まれていきます。

む読書活動、善福寺川が学校の中を流れる環境を

今６年生が毎朝、１年生の教室に行ってお世話

生かした環境教育等、保護者の皆様、学校支援本

をしています。その時の声のかけ方がすばらしい

部、地域の皆様のお力を借りながら充実した教育

です。膝を折って１年生の目線になって、声をか

活動を展開していきますので、ご協力を宜しくお

けています。
「次はこれをやろうね。」と言って、

願いいたします。

自分から手を貸さずに、１年生が自分でやれるよ

お世話になりました

再任用（警備）

都築

高士

34 年余り杉並区で勤務してきましたが、最後の５年間

退職された職員

をこの井荻小で過ごして退職することになりました。元気

＜定年退職＞

な子どもたちと善福寺川の緑、野鳥のさえずりに癒される

主任教諭

星野

楽しい日々でした。ちょうど大震災直後の混乱から始まっ

桂

善福寺川のせせらぎ、鳥の声、そして明るく元気いっぱ

た５年間でしたが、井荻小を支えてくださった保護者や地

いの子ども達。地域の方々や保護者の皆様に見守られ、教

域の皆さまに感謝いたします。そして何よりも子どもたち

職員の団結力も素晴らしく、こうやって「チーム井荻」が

の健やかな成長をお祈りいたします。

できたのだと思います。一緒に過ごした４年間はとても幸
せなひと時でした。本当にありがとうございました。

常山

美和子

２年間という短い期間でしたが、御世話になりました。

＜退職＞
校長

区ＳＣ

梅津

一人一人が個性豊かでパワフルで、元気いっぱいな子ども

典子

人とのかかわり、地域とのかかわり、自然とのかかわり

たち。心配もたくさんありましたが、元気もたくさんもら

など、さまざまなかかわりを学んだ５年間でした。いつも、

っていました。遠くからではありますが、今後の成長をお

子どもたちや、保護者や地域の皆さん、教職員の明るい笑

祈りしております。小さなことでも、悩みやご相談があれ

顔や温かい励ましに支えられ、楽しい毎日でした。

ば、ぜひ相談室を活用してくださいね。ありがとうござい

善福寺川の活動では、子どもたちの真摯な願いに、大人

ました。

の行政が動かされていくということも経験し、願いをもつ
こと、あきらめないことの大切さも学びました。音楽会で

転出された職員

歌った「ふるさと」のように、井荻小は私の心の故郷です。

教諭

教諭

山口

真

かくご支援いただき感謝の気持ちでいっぱいです。自然あ
ふれる井荻小学校で過ごせたことは、一生の宝物です。場
所は離れますが、この出会いを大切に、今、目の前にいる
子どもたちに伝えていこうと思います。そして、いつの日
か井荻小出身の子が世界で活躍する日を楽しみに待って
います！今まで本当にありがとうございました。

田口

尋大（西東京市立谷戸小学校へ）

井荻小には７年間、そして教育実習でもお世話になりま

この６年間、保護者の皆さまをはじめ、地域の方々に温

教諭

工藤

した。初めて井荻小に来た日は野鳥観察の真っ最中で、目
をキラキラさせて双眼鏡を覗く子どもたちの表情を、今で
も覚えています。井荻小には温かな空気が流れています。
笑顔が素敵な子どもたち、学校中で支え合う職員、全力で
サポートしてくださる保護者や地域の方々、そして豊かな
自然。たくさんの出会いに恵まれ、教師として育てて頂き
ました。本当にありがとうございました。

靖弘

とても元気いっぱいの２ 年生の子ども達と楽しい毎日
を過ごすことができました。埼玉県新座市の学校で勤務し
てきた私にとって、井荻小での生活はとても心に残る半年

教諭

あべ

拓郎（杉並区立松庵小学校へ）

素敵な子どもたちと出会えた３年間。温かい保護者の皆

間でした。３月２５日に行われた卒業式も印象的で、「門

様・地域の方々に支えられ、子どもたちと共に成長させて

出のことば」の卒業生、在校生代表の５年生の思いが伝わ

いただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。井荻小で

るよびかけや歌はとても感動的で感慨深いものでした。６

の経験を次に出会う子どもたちにも生かしていきます。今

か月という短い期間でしたが保護者の皆さまにあたたか

まで本当にありがとうございました。

く見守っていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。あり
がとうございました。

事務

佐藤

亮（杉並区立高井戸東小学校へ）

井荻小に転勤して来てから、丸６年が経ちました。他局

再任用（警備）

伊藤

幸信

からの異動で右も左もわからず、皆様にご迷惑をおかけし

井荻小学校では、定年退職まで６年、その後再任用職員

ましたが、なんとか小学生と同じ６年間、勤務することが

５年合わせて 11 年間の長きにわたりお世話になりました。

できました。この間、児童の皆さん、保護者の皆さま、地

主事室から中庭の桜が見納めになり少々さびしいです。

域の方々、また教職員皆様他、多くの方々にお世話になり

ありがとうございました。

ました。本当にありがとうございました。

はじめまして

学習支援ボランティア

転入した職員
校長

小澤

松崎

暁洋

今年度から通常学級支援員として井荻小学校に参りま
した。元気な子どもたちと一緒に楽しく過ごしていきたい

伸生
（杉並区立杉高井戸第四小学校 より ）

と思います。よろしくお願いします。

高井戸第四小学校より参りました。保護者や学校支援本
部、そして地域の皆様と連携し、教職員一同、子供たちの

再任用（警備）

ために「チーム井荻」で頑張ります。ご支援とご協力をお
願いいたします。

戸嶋

吉美

（杉並区立杉並第三小学 校より ）
四月からお世話になっております。よろしくお願いしま
す。

主幹教諭（再任用）

田中

成和

（小笠原村立小笠原小学 校より ）

再任用(警備)

早川

小笠原村立小笠原小学校から７年ぶりに杉並区の学校

一郎
（杉並区立荻窪小 学校よ り）

に帰ってまいりました。久しぶりの内地の桜の美しさに感

はじめまして、荻窪小学校より来ました、警備の早川で

動し、井荻小学校のよさを実感できる活動を子供たちと

す。皆様の安全を願い、登下校時のお手伝いを行っていま

「楽しく・仲良く・考えながら」頑張ります。地域・保護

す。

者のみなさまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。

北門で「おはよう」と一言、声をかけますので、皆様も
声をかけてください。

教諭

中村

光春（三鷹市立大沢台小学 校よ り）

三鷹市立大沢台小学校より参りました。素直で、元気で、
明るい子供たちと過ごす毎日がとても楽しみです。保護
者・地域の皆様のご協力をいただきながら、子供たちのた
めに、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

＜新規採用＞
教諭

長島

瑞樹

はじめまして。この春大学を卒業し、教職一年目になり
ます。子どもたちとともに、さまざまなかかわりを大切に
しながら成長していきたいと思います。どうぞよろしくお

事務

相澤

綾子（杉並区立井草中学校より）

願い致します。

井草中学校から異動してきました。子どもたちが、安全
で楽しい学校生活を送れるよう努力したいと思っており

＜産休代替＞

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

教諭

与那覇

望

学生ボランティアや支援員を経て、井荻小学校にかかわ

非常勤教諭

小出 真弓

るようになって今年で五年目になります。担任をもつのは

（杉並区立桃井第三小学校より）

今年度が初めてですが、素直で元気いっぱいの井荻小の子

校庭の木々の新緑がみずみずしく、フジの花も咲いていま
す。

どうぞよろしくお願いします。

自然豊かな井荻小で、子どもたちと共に自然について学ぶの
がとても楽しみです。よろしくお願いいたします。

理科支援員

供たちのために、何事にも全力で取り組んでいきますので、

笹井 伸子
（杉並区立高井戸小学校より）

都内でありながらも、自然に恵まれた環境の井荻小学校
で、理科支援員として一緒に理科を学んでいけることが楽
しみです。どうぞよろしくお願いします。

１

日

２

月

委員会 聴力検査（３年）

３

火

憲法記念日

４

水

みどりの日

５

木

こどもの日

６

金

離任式 Ｂ時程６時間

７

土

囲碁・マナーキッズテニス

８

日

守るためには、お互いの約束事やきまりが必要です。

９

月

たとえば、中休みはボールを蹴る遊びができませ

10

火

安全指導 （全校遠足予備日）

11

水

12

木

13

金

14

土

耳鼻科検診（全校）
消防写生会（１年、２年）
杉並区特定課題調査（３年～６年）
眼科検診（２年、４年、６年）
尿検査一次（全校）
野鳥観察会（３年、４年）
引き取り訓練

15

日

16

月

クラブ

17

火

野川公園環境調査（５年）

18

水

19

木

20

金

21

土

22

日

23

月

教育実習始（５の１）

24

火

25

水

26

木

内科検診（１年、２年）
こころの劇場（６年）
ＳＣ
理科出前授業プラネタリウム（４年）
心臓病検診（１年他）
歯科検診（１年、３年、５年）
Ｂ時程６時間

５月の生活目標

ＳＣ

「きまりを守って、楽しい学校を作ろう」
生活指導部

小竹

裕香

楽しい学校とは、どんな学校でしょうか。楽しさを
支える基本は「安心・安全」です。「安心・安全」を

ＳＣ

ん。ドッジボールや鬼ごっこをする子も安全に遊べる
時間を確保するためです。このルールにより、サッカ
ー好きのこどもたちの遊びの幅も広がりました。
また、安全のためブランコが撤去された学校もある
という話を聞きます。井荻小では座って乗る、ブラン
コには近寄らないというきまりを守って、安全に使え
ているので、今もブランコで遊ぶことができます。
日本では、大きな災害が起きても混乱せず、静かに
並ぶ人々の姿が見られ、世界中で話題になっていま
す。そこでは、お互いの「安心・安全」を守るため、
きまりがなくてもみんなが譲り合い、支え合う思いが
あるのだと思います。

眼科検診（１年、３年、５年）
Ｂ時程６時間
ＰＴＡ総会

きまりを守って誰もが楽しいと思える学校になる
よう、一人一人に考えて行動してほしいです。そして、
きまりがなくても、みんなのことを考えて行動できる

いおぎ丸バザー
囲碁・チャレンジキッズ・折り紙

ようになることを願っています。

児童名簿について
本日（４／２８）に電話番号の入った児童名簿を配
布しました。個人情報が含まれていますので、取り扱
いには十分注意してください。

野鳥観察会へのお誘い

27

金

尿検査二次

28

土

お箏と生け花

29

日

察会の授業は他の学校にはない井荻小の特色の一つで

30

月

す。３・４年生の保護者の方はもちろん、他学年の保

31

火

内科健診（３年、４年）
理科出前授業「体のつくり」（６年）

５月１３日（金）朝９時～昼１２時ころまで、善福
寺公園で３・４年生が野鳥観察会を行います。野鳥観

護者の方も、その時間ぜひ善福寺公園での子どもたち
ＳＣ

の学習の様子を観に来てください。また、授業には野
鳥に詳しい専門のサポーターの方が入ってくださるの
で、善福寺公園で見られる野鳥についてとても詳しく
知ることができます。野鳥や地域の自然に関心のある
方はぜひお出かけください。
お待ちしています。

※４月号でお知らせした、６月の学校公開の日程に誤りがありました。６／１０・１１が公開日です。
（１２月には、5・6 年生も含め２回目を行う予定で

す。）

