
 

 

 

 

 

 

 

 
よろしくお願い申し上げます。 

 

杉並区立四宮小学校長 小川広樹 

平成２９年度が始まりました。 

 桜の花も咲き誇り、子どもたちの入学、進級を祝っているようです。 

 さて、このたび四宮小学校校長となりました小川広樹と申します。前任校長の前田佐和子先生のあ

とを受けて着任いたしました。緑に囲まれた落ち着いた環境と、学校を応援してくださる保護者・地

域の皆様に支えられる四宮小学校に勤められることを大変うれしく思っております。地域の宝である

四宮の子どもたちのために、誠心誠意努力させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 着任後、校舎や校庭を一巡した際、どの教室もよく整備され、床が奇麗に磨き上げられているのを

見ました。新学期に向けて子どもたちと素晴らしいスタートをと願う教職員の意気込みと、子どもた

ちに対する温かい思いを感じました。 

 また、保護者・地域の皆様に多方面から御支援をいただいていることを伺いました。その御苦労に

心から感謝いたしますとともに、皆様からの温かい御支援と御協力の下、教育活動を推進してきた学

校であることを強く感じました。 

 さらに、四宮の子どもたちは素晴らしいという評判をいただいております。子ども一人一人を認め

励ます御家庭の温かな愛情と確かな教育力があればこその評判であると受け止めます。御家庭や地域

の皆様の願いを真摯に受け止め、これまで築いてこられた教育の成果にたち、更に充実した学校づく

りに努めてまいります。 

  

 本校の教育目標は昨年同様「じょうぶな子」「考える子」「すすんでする子」「思いやりのある子」の

育成です。知・徳・体のバランスのとれた子どもを育てます。 

 「学校は人が育つ」ところという前任校長に続き、「昨日できなかったことが、今日はできた」「明

日はこんなことに挑戦したい」などの子どもたちの意欲や学ぶ喜びを大切に、日々積み上げていく教

育活動を教職員一丸となって進めてまいります。教職員一人一人が「よりよく仕事をする」「子どもと

ともに自らも育つ」を目標に努力することが学校力を向上させることにつながると確信しております。 

 大切なお子様が学校に来ること、学習したり友達と関わったりすることを楽しみにできるよう、安

全・安心な学校づくりも推進してまいります。 

 保護者・地域の皆様の御支援をいただきながら「チーム四宮小」として全力で子どもたちを育てま

す。本年度も保護者・地域の皆様の深い御理解とお力添えを賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

  

平成２９年度 学校だより４月号 

杉並区立四宮小学校 

平成２９年４月６日 

４月の生活目標 

友達となかよくしよう 

・１年生を優しく迎えよう 

・自分から進んで仲間に入ろう 

・遊びのきまりを守ろう 
＊今年度も、週ごとに生活目標を設定していきます。 

今日から新しい学年のスタートです。クラス替えの

あった学年は、新しい先生、友達との出会いが多くあ

ることでしょう。思い切って自分から挨拶をすると明

るい気分になります。新しい教室、初めての出会い、

新たな気もちで前を向いて生活を始めましょう。 

 

入学してきた１年生が早く四宮小学校に

慣れるように、６年生を中心に全校で優しく

温かくお世話をしていきます。 

 学校生活が円滑に進められるように、次の

３点に御注意ください。 

１． 決められた通学路を通る。 

２． 登校時刻を守る。 

３． 持ち物には学年・組・名前を書く。 

 御家庭の御協力をよろしくお願いいたし

ます。           (生活指導部) 



 

〈４月行事予定〉 
日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

6 木 始業式 入学式 19 水 委員会紹介集会 視力・聴力（2） 

7 金 安全指導 給食（始）（2～6年） 

午前授業        下校時刻 13：20 

20 木 眼科（2・4・6） 

8 土  21 金 遠足（4） 視力・聴力（5） 

9 日  22 土 地区班活動（集団下校）下校時刻 11：３０ 

10 月 全校朝会 計測（5・6） 

 
23 日  

11 火 計測（2・4） 

学校経営方針説明会・保護者会（1・2） 
24 月 全校朝会 視力・聴力（3） 

12 水 計測（1・3） 短縮午前授業  

下校時刻 13：05 

25 火 視力・聴力（1）遠足（2）内科（6） 

13 木 ようこそ 1年生の会（クロ・欠席者） 

学校経営方針説明会・保護者会（3・4・クロ） 

1年生給食（始）児童館説明会（１） 

26 水 体育朝会 クラブ活動  

内科（1・3・クロ） 

14 金 避難訓練 11：15 視力（6） 

学校経営方針説明会・保護者会（5・6） 
27 木 眼科（1・3・5・クロ） 

15 土  28 金 遠足（3） 聴力（クロ） 

16 日  29 土 昭和の日 

17 月 全校朝会 視力（4） 委員会活動 30 日  

18 火 国学力調査（国算理） 

1年生朝学習（始） 視力（クロ） 
   

 

〈５月上旬行事予定〉 

日 
曜 行事予定 日 曜 行事予定 

1 月 全校朝会 避難訓練 10 水 
クラブ活動 耳鼻科（全） 尿検査１次配

布 

2 火 学校公開（2～4校時）B時程 5校時 11 木 体育朝会 尿検査１次回収 

3 水 憲法記念日 12 金 
安全指導 個人面談（クロ） 

尿検査１次回収② 離任式 13：40～ 

4 木 みどりの日 13 土  

5 金 こどもの日 14 日  

6 土  15 月 全校朝会 

7 日  16 火 内科（5） 

8 月 
全校朝会 委員会活動（15：10～15：25） 

運動会係活動①（5・6）15：30～ 
17 水 内科（2・4） 

9 火 区課題調査（3～6） 遠足（1） 18 木 
縦割り班活動 

心臓検診（１・他） 

 

  

 

 

 

 

 



 



退　職 主任教諭 関口　美千子

教諭 山田　崇仁

教　諭(区） 森　礼奈 板橋区立中根橋小学校へ

育休代替 木村　耕平

育休代替 柴野　優実 北区立滝野川小学校へ

事務嘱託員 佐藤　久美子

転　出 校　長 前田　佐和子 杉並区立高井戸第二小学校へ

主幹教諭 船迫　隆幸 瑞穂町立瑞穂第三小学校へ

教　諭 鈴木　雅之 立川市立若葉小学校へ

教　諭 宮内　可菜 西東京市立柳沢小学校へ

事務主査 今井　邦人 杉並区立高井戸中学校へ

用務主事(技能主任）代替藤田　直喜 杉並区立東田中学校へ

用務主事(技能主任） 大角　陽子 杉並区立井荻中学校へ

用務主事(技能主任） 西田　料一 杉並区立桃井第一小学校へ

介助員（特別支援） 丸山　留美 杉並区立桃井第三小学校へ　

介助員(特別支援） 榎本　賢次朗 杉並区立和泉中学校へ

理科支援員 木下　淑江 杉並区立桃井第二小学校へ

施設管理 和田　一郎 杉並区立杉並第一小学校へ

施設管理 半澤　昌孝 杉並区立杉並第一小学校へ

転　入 校長 小川　広樹 三宅村立三宅小学校から

主任教諭 長沼　昌子 杉並区立桃井第五小学校から

主任教諭 石山　明子 練馬区立富士見台小学校から

主任教諭 礒部　透 練馬区立石神井小学校から

教　諭 川島　彬 港区立青山小学校から

教　諭 伊藤　左智子 新規採用(本校期限付教員から）

再任用短時間（新人育成）田中　成和 杉並区立井荻小学校から

教　諭 平野　滉也 新規採用

養護教諭

育休代替 大塚　恵理子 杉並区立桃井第四小学校から

育休代替 鈴木　八千代 杉並区立新泉和泉小学校から

事務主査 真部　眞由美 高井戸小学校から

事務嘱託員 鈴木　英美 新規採用

補助教員 原　順子 杉並区立荻窪小学校から

介助員（特別支援学級） 伊藤　暢希 本校通常学級支援員から

介助員（特別支援学級） 大橋　ゆかり 杉並区立井荻小学校から

講　師 講師（算数） 田口　靖弘

講師（理科・算数） 下山　育朗

講師（図工） 山田　明子

講師(音楽） 矢田　千賀子

講師(国語書写） 石川　あゆち

講師（家庭） 本橋　信子

講師(特別支援） 武田　愛子

講師(体育） 星名　瑠美

育　休 主任教諭 玉生　綾

育　休 主任教諭 日向野　優子

育　休 教　諭 相原　涼恵

退職・転出・転入の職員

２９年度も、どうぞよろしくお願いいたします。



 

平成２９年度 学校運営組織

学級担任 （◎印　学年主任）

学年 １組 ２組 3組 4組

１　　年 ◎津田　信幸 伊藤　左智子 石山　明子 米山　悟史

２　　年 ◎阿部　知恵 山口　真 木村　明代 大塚　恵理子

３　　年 ◎小林　きぬ 平野 滉也・田中 成和 山田　詩織 鈴木　恵

４　　年 長沼　昌子 生井　澪 ◎今久保　祐子 知敷　崇

５　　年 ◎林　和江 栗林　俊之 松本　尚子

６　　年 小林　健一郎 赤塚　由都 ◎亀山奈津紀 礒﨑　めぐみ

クローバー

理科T１（5・6年） 米山　美早紀 算数少人数（3・4年）
20h

小塩　鈴加

図工（4・5・6年） ◎齋藤　千代 算数少人数（5・6年）
4h

小塩　鈴加

音楽（4・5・6年） 礒部　透 音楽（1・2・3年） 鈴木　八千代

主任養護教諭 松井　康子 養護教諭 未定

算数少人数（5・6年）19ｈ 田口　靖弘 音楽（特別支援）４ｈ 矢田　千賀子

書写(1の4・4の4・
　　　5の2・5の3)４h 石川　あゆち

理科T・T（３年）２h×４
理科T・T（４年）３h×４

算数少人数(５年）1h
下山　育朗

図工(4の3）2h 山田　明子 図工（特別支援）４ｈ 山田　明子

特別支援1h 武田　愛子 家庭（５の３）２h 本橋　信子

学習支援教員 西澤　久美子 体育(5の3・6の3） 星名　瑠美

介助員(特別支援） 萩原　文乃 補助教員(2年） 原　順子

介助員(特別支援） 伊藤　暢希 学校司書 齋藤　由加利

介助員(特別支援） 馬場　久美子 通常学級支援員 稲葉　真佐子

介助員(特別支援） 大橋　ゆかり スクールカウンセラー 迎　美保

事務 真部　眞由美 栄養士 南　菜摘

事務嘱託員 石原　陽子 事務嘱託員 鈴木　英美

校門警備員 佐藤　修 通学安全指導員 鈴木　淑枝

校庭開放指導員 有馬　六郎 通学安全指導員 男澤　恭子

校庭開放指導員 鉾立　実朋 通学安全指導員 宮本　光治

給食委託 株式会社　天竜 用務業務等委託 高橋工業　株式会社

学校医

内科 西沢　久美 耳鼻科 横山　智一

眼科 菊池　亨 歯科 山根　雅仁

薬剤師 匂坂　美枝子

　　教務担当主幹　松本　尚子　　　  学力向上・小中一貫担当主幹　亀山　奈津紀　　

専科担当(◎専科主任）

◎佐藤　明美・林　明子・川野　明子・川島　彬・中村　伸之

講師・支援員・介助員等

杉並区立四宮小学校

職員一同、力を合わせて努めます。よろしくお願いいたします。

校長　小川　広樹  　　　    副校長　　見米　宏　

　　　生活指導主任　齊藤　千代　　　研究主任　小林　きぬ　　保健主任　松井　康子

特別支援コーディネーター　　林　和江　　川野　明子 　松井　康子　　　　　　


