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お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。子供たちの入学、進級

だけでなく、３月に卒業していった６年生のこともお祝いしてくれた校庭の桜

の花は少なくなってしまいましたが、まだまだ子供たちのことを見守ってくれ

ています。いよいよ今日から令和４年度の和田小がスタートしました。今年 

度は創立９０周年「WADA90」の節目の年になります。この記念の年を子供た

ちと迎えられることをとても嬉しく思っています。新型コロナウィルス感染症

については引き続き感染症対策を行いながら、昨年度と同様に学びを止めずに

充実した教育活動を行ってまいります。本年度もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 ６年間お世話になりました。和田小

の明るく素直な子どもたちと過ごす時

間は、あっという間でした！保護者の

皆様、地域の皆様にもたくさん支えて

いただきました。ありがとうございま

した。  図工科専科 豊嶋 ひろみ 

和田小の緑あふれる校庭がなつかし

いです。みんなの元気でほがらかな笑

顔が思い出されます。先生も新しい学

校でがんばります。成長した姿で再び

出会えることを楽しみにしています。

旧４年２組担任 慶長 晶子 

「子どもをよく見て知るよう努め、お

しみない愛情を注ぐ教師になる。」   

皆さんと過ごした日々は、教師の仕

事が何であるかを私に教えてくれまし

た。皆さんとの出会いは、一生の宝物

です。 旧１年３組担任 山浦 光沙 

一年間という短い間でしたが、和田

小学校で出会えた全ての人に感謝の気

持ちでいっぱいです。この経験を活か

して次の学校でも頑張りたいと思いま

す。  旧２年３組担任 染谷 美月 

 ７年間お世話になりありがとうござ

いました。実験中の子どもたちの喜ぶ

顔や驚く顔を見るのが楽しみでした。

これからも皆さんの成長を祈っており

ます。   理科支援員 有浦 紀子 
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◎裏面にありますように、本年度も教職員の異動や学級担任の変更があります。子供たちに関する情報交換は４月

当初から行ってきていますが、学級担任が新しく変わった場合には念のため話し合う機会をとっていただくと、

子供たちが新しい学年、新しい学級に慣れるのが早いかと思います。必要に応じて、学級担任等からも連絡を取

らせていただきます。 

◎養護教諭の山田 遥ですが、このたび結婚して「逆井（さかさい）遥」となりました。 

※和田小ホームページアドレス「 http://www.suginami-school.ed.jp/wadashou/ 」 

※PTAホームページアドレス「 https://wadashou.blogspot.com/ 」 

子供たちが楽しく通える WADA90に 
～今年度も和田小の教育へのご理解とご協力よろしくお願い申し上げます～ 

 校長 山岸 寛也 

子供たちの入学、進級を祝って 

咲いた西校庭の桜の花 

今までありがとうございました。 

http://www.suginami-school.ed.jp/wadashou/
https://wadashou.blogspot.com/


令和４年度 教職員の異動及び教職員組織 

◎ 退職 育児休業代替教員 染谷　美月　 品川区立三木小学校に新規採用

◎ 転出 主任教諭 山浦　光沙 杉並区立高井戸第三小学校へ

教諭（図工） 豊嶋ひろみ 東村山市立南台小学校へ

教諭 慶長　晶子 杉並区立方南小学校へ

理科支援員 有浦　紀子 杉並区立杉並第一小学校へ

◎ 転入・採用 教諭（図工） 林田　尚子 中野区立桃花小学校より

教諭 毎田　夏実 府中市立第九小学校より

教諭（育休代替） 岡部　菜摘 新規採用

理科支援員 三宮佳代子
 

校　　長 山岸 寛也 音楽専科 〇武井紗弥香 都事務 坂詰　宏子 学校支援本部

副校長 高橋美恵子 図工専科　　　 林田　尚子 都栄養士 武藤　優佳 本部長 長澤　信夫

１年１組 ◎河野久美子 少人数算数 加藤眞一路 嘱託事務員 征矢　雅子 学校運営協議会委員

１年２組 木山　伸吾 養護教諭 逆井　遥 寺林由加利 会　長 横山　　正

１年３組 石川　理子 非常勤教員 牛島喜代子 用務 （株）リンレイ サービス 職務代理者 岩船　守男

２年１組 ◎鳴島 真紀 学習支援教員 中村　祐子 給食調理員 （株）CTMサプラ イ 委　員 藤枝　宏友

２年２組 ○庄司　由花 家庭科・算数講師 横山　住重 通学安全指導員 高原喜四道 梅田　勝利

２年３組 岡部　菜摘 特別支援教室専門員 中村　祐子 高見澤泰典 長澤　信夫

３年１組 〇金子　泰子 学校司書 井口 真理子 谷口　勝治 北澤五百子

３年２組 長澤　弘範 理科支援員 三宮佳代子 橋本　正明 高頂(TAKANE)　

３年３組 毎田　夏実 通常学級支援員 水野　園子 梅野俊一郎 小田嶋幸子

４年１組 〇飯守　菜奈 都SC 小路　桃子 学校警備 （株）リンレイ サービス 松本　司

４年２組 伊吹　勇人 スクールサポートスタッフ 北岡おり絵 校門警備 （有）エスティーケー 柴崎　徹也

５年１組 〇稲場　智子 育休 橋本　知沙 小松崎明子

５年２組 三浦由起子 学校医・学校薬剤師

６年１組 〇山下　和代 学校医（内科） 多田　光

６年２組 内堀　勝秀 学校医（眼科） 青木美奈子

６年３組 田中　優士 学校医（耳鼻科） 深間内麻木

学校歯科医 北川　みき

学校薬剤師 高橋裕久子

◎は主幹（１年は学年主任）

○は学年主任・専科主任
 

 

4月の行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事 日 曜 行  事 

1 金  春季休業日 16 土   

2 土   17 日   

3 日   18 月 保護者会❺❻  １年生と遊ぼう週間 

4 月   19 火 全国学力調査❻ 保護者会❸❹ 

5 火   20 水 保護者会❶❷ 委員会 

6 水 始業式 入学式 21 木 内科❷❸❺ 

7 木 安全指導  給食始❷❸❹❺❻  健診 ❷❸❹ 22 金 交通安全教室❶ 

8 金 健診・視力・聴力❺❻  聴力❶  給食始❶ 23 土 土曜授業  ＣＳ 

9 土   24 日 地域行事 わいわいわだまつり 

10 日   25 月 内科❶❹❻ 

11 月 健診・視力❶ 26 火  

12 火 避難訓練 27 水   

13 水  28 木 離任式❷❸❹❺ 

14 木   29 金 昭和の日 

15 金 １年生を迎える会 30 土   


	1ページ　巻頭言・異動した職員の言葉
	２ページ　教員の異動及び組織表・行事予定

