
チーム井荻 さらに前進！ 
 

校 長  梅 津 典 子 

  

 

 待ち焦がれていた桜の花が咲き始め、暖か

な日差しとともに春がやってきました。 

 新入生、在校生のみなさん、 

入学、進級おめでとうございます。入学、進級おめでとうございます。入学、進級おめでとうございます。入学、進級おめでとうございます。    

 昨年度、井荻小学校は創立６０周年を迎え、

子供たち、教職員、保護者の皆様、地域の皆

様と、本校の歴史を振り返りながら祝うこと

ができました。年間を通してさまざまな行

事・事業に取り組んで参りましたが、そのか

かわり合いを通して、人と人との絆が深まっ

たように思います。 

どの行事にも、子供の姿を通して、保護者

や地域の皆様の本校に対する熱い思いや期

待を感じ、責任の重さを痛感いたしました。

今後も、子供たち一人一人の豊かな成長を目

指し充実した教育実践を重ねて、子供たち、

保護者の皆様、地域の皆様方の笑顔あふれる

学校、地域の文化の拠点となる学校を目標に

全力投球をして参ります。 

さて、今日から新しい学年が始まります。

新しい教室、新しい教科書ではありますが、

ゼロからのスタートではありません。「井荻

スタンダード」をもとに、今まで身に付けて

きた、学力、豊かな心、体力をさらに、積み

重ねて進んでいくのです。 

どの子供たちも１年前の自分よりはるか

に成長しています。成長した力を土台として、

さらに子供たちの力を伸ばしていくよう、私

たち教職員が一つのチームとして一体にな

り、力を合わせて子供たちの教育に当たりま

す。   

教職員だけでなく、子供たち、保護者の皆

様、地域の皆様とも一つのチーム 『チーム

井荻』をつくり、ご家庭や地域の皆様ととも

に子供たちを育てていきたいと思います。  

どうぞ本年度も、子供たちのためにご理解、

ご協力、ご支援の程、よろしくお願い申し上

げます。 

 

 

 

今年度の教育目標は以下の通りです。 
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本校の教育目標 

◎考える子◎考える子◎考える子◎考える子    

（意欲を持って自ら学ぶ子供） 

○やさしい子○やさしい子○やさしい子○やさしい子    

（人に思いやりがあり、自分に厳しい子供） 

○強い子○強い子○強い子○強い子    

（心身ともに健康で、最後までねばり強く取り組む子供） 

  

今年度は「考える子」を重点目標に置き、自ら考え、判断できる子の育成に取り組んでい

きます。 



平成２４年度職員の異動について 

≪≪≪≪退職退職退職退職≫≫≫≫            

教諭       伊藤 史子  

教諭       山元 美智子  

非常勤教員    平山 光子  

学習支援教員   藤家 礼子  

講師       小澤 恭子  

非常勤栄養士   大竹 かづゑ  

給食嘱託     木村 友春  

≪≪≪≪転出転出転出転出≫≫≫≫            

副校長 藤井 真琴 杉並区立沓掛小学校へ  

主幹  猪刈恵美子 渋谷区立渋谷本町学園へ（副校長として昇任）  

教諭  小山 玲子 杉並区立新泉小学校へ  

教諭  杉田 英昭 杉並区立西田小学校へ  

給食  齋藤 晃司 荻窪福祉事務所へ  

≪≪≪≪転入転入転入転入≫≫≫≫            

副校長   小谷 恒司 杉並区立高井戸第三小学校より  

教諭    星野 桂  杉並区立桃井第四小学校より  

教諭    清野 純子 小平市立小平第六小学校より  

非常勤教員 椎野 祐子 杉並区立堀之内小学校より  

栄養士   長田 昌子 杉並区立和泉小学校より  

用務    武田 敏彦 杉並区立桃井第三小学校より（代替要員）  

給食    郡司夕起夫 杉並区立富士見丘小学校より（再任用 代替要員）  

給食    内山 由雄 杉並区立済美小学校より （再任用）  

≪≪≪≪新規採用新規採用新規採用新規採用≫≫≫≫                    

教諭      望月 瀬里菜  

学習支援教員  磯田 悦子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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「気持ちのよいあいさつや返事をしましょ「気持ちのよいあいさつや返事をしましょ「気持ちのよいあいさつや返事をしましょ

うううう」」」」 

                     澁谷 

あゆみ 

 「おはようございます。」という子供たちの元気な声

で新学期が始まりました。井荻小学校の子供たちは挨

拶が上手です。ニコニコ笑顔で挨拶されると、とても

うれしくなり心が温かくなります。そして元気な挨拶

をすると気持ちがすっきりします。挨拶は人と人をつ

なぐ魔法の言葉です。 

挨拶の言葉に磨きをかけるにはいくつかのコツがあ

ります。 

それは①自分から先に ②相手の名前を呼んで ③

聞こえる声で  ④笑顔を添えて 

さらに、一言を添えたらもっと磨きがかかります。

『～さん。おはよう。新学期もよろしく！』このよう

な挨拶がかわされると素晴らしいですね。挨拶の輪を

広げる新学期を目指します。 

校内組織 

○校長 梅津典子     ○副校長 小谷 恒司 

○主幹・主任 

 教務主幹  住谷 陽子   生活指導主幹  澁谷 あゆみ 

研究主任  林 和江    保健主任  横山 美佳           

司書教諭  栗原慎太郎 

 特別支援コーディネーター  横山 美佳、住谷 陽子 

 教務副主任  小室 純子 

○担当    ☆学年主任         

 １年１組  ☆星野 桂       １年２組  大沼 文恵 

 ２年１組   栗原 慎太郎     ２年２組 ☆蛭田 真希子 

 ３年１組  ☆山口 真       ３年２組  住谷 陽子 

 ４年１組  ☆林 和江       ４年２組  望月 瀬里菜 

 ５年１組   澁谷 あゆみ     ５年２組 ☆清野 純子  

６年１組   工藤 尋大       ６年２組 ☆小室 純子 

○音楽（１年、３～６年）   坂口 美穂子                       

図工（２～６年）       宮岡 慶子     

理科（４～６年）       古野 博 

算数少人数（３・４年、３－２理科）    吉住 和見 

算数少人数（５・６年、１・２年副担任）  椎野 祐子 

○養護     横山 美佳 

○学習支援教員   磯田 悦子  臨床心理士  澤地 都志子 

○スクールカウンセラー  木戸 久恵  

○事務主事   佐藤 亮  事務嘱託  青木 美穂、鈴木 浩一 

○用務技能長  西川 富士子   用務主任  武田 敏彦（代替）  

用務主事   高橋 百合子   用務嘱託  藤巻 静枝 

○栄養士    長田 昌子 

○調理技能主任 齊藤 雅司  横山 智恵 

○調理再任用  齋藤 みゆき、番場 令子、内山 由雄、 

郡司 夕起夫（代替要員） 

○調理ﾊﾟー ﾄ   上武 公仁代 

○警備再任用  伊藤 幸信、都筑 高志、羽生 洋三 

○交通指導員  盛山 義之、車谷 恵子、渡辺 京子 

○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 宮下 満佐子 薬剤師 本多 玲子    

○介助ボランティア  斉藤美恵子  

○学生ボランティア  牛田 尚子、大濱 優、松下 理央 



平成２４年度生活時程表 

 Ａ時程（月・火・木・金） Ｂ時程 （水 ほか） 

登校 ８：１５～８：２５ 

朝の準備・自由時間・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 同左同左同左同左    

第２校時 ９：４０～１０：２５ 同左同左同左同左    

中休み  (移動含) １０：２５～１０：４５ 同左同左同左同左    

第３校時 １０：４５～１１：３０ 同左同左同左同左    

第４校時 １１：３５～１２：２０ 同左同左同左同左    

給食 １２：２０～１３：０５ 同左同左同左同左    

昼休み (移動含) １３：０５～１３：２５ 昼休みなし 

清掃   (移動含) １３：２５～１３：４５ 
簡単清掃 

１３：０５～１３：１５ 

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 

１４：１５ （５校時） 

１５：０５ （６校時） 

 
≪平成２４年度の生活時程について≫ 

    

○○○○    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。さい。さい。さい。    

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

○ 月曜日６校時は、月一回程度クラブ・委員会活動を行います。 

（４･５･６年生は、活動のない日には通常授業です。） 

○ Ｂ時程は、昼休みを実施しないことで、午後の流れが早くなります。 

水曜日の他、臨時の会議等を設定する時に使います。 

○ 朝 8 時 30 分～８時４５分の時間は、 

   月曜：全校朝会 火曜：朝学習 水曜：朝読書 木曜：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 時 50 分です。（水曜は 14 時 15 分） 

○ 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。 

（詳しくは、後日配布の「いおぎの一日」をご覧ください。） 

 



平成２４年４月２日 

杉並区立井荻小学校 

平成２４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・・住谷 陽子    生活指導主幹・・澁谷 あゆみ 

 研究主任・・林 和江     保健主任・・横山 美佳  図書主任・・栗原慎太郎 

 特別支援コーディネーター・・・横山 美佳、住谷 陽子 

 教務副主任・・小室 純子 

○担当    ☆学年主任         

 １年１組  ☆星野 桂     １年２組  大沼 文恵 

 ２年１組   栗原 慎太郎   ２年２組 ☆蛭田 真希子 

 ３年１組  ☆山口 真     ３年２組  住谷 陽子 

 ４年１組  ☆林 和江     ４年２組  望月 瀬里菜 

 ５年１組   澁谷 あゆみ   ５年２組 ☆清野 純子  

６年１組   工藤 尋大    ６年２組 ☆小室 純子 

 

 音楽（１年、３～６年）         坂口 美穂子     

図工（２～６年）            宮岡 慶子     

理科（４～６年）            古野 博 

算数少人数（３・４年、３－１理科）   吉住 和見 

算数少人数（５・６年、１・２年副担任） 椎野 祐子 

養護                  横山 美佳 

 

学習支援教員      磯田 悦子   臨床心理士  澤地 都志子 

スクールカウンセラー  木戸 久恵  

 

事務主事   佐藤 亮     事務嘱託  青木 美穂、鈴木 浩一 

 

用務技能長  西川 富士子   用務主任  武田 敏彦（代替）   

用務主事   高橋 百合子   用務嘱託  藤巻 静枝 

 

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  齋藤 みゆき、番場 令子、内山 由雄、郡司 夕起夫（代替要員） 

調理ﾊﾟｰﾄ   上武 公仁代 

 

警備再任用  伊藤 幸信、都筑 高志、羽生 洋三 

 

交通指導員  盛山 義之、車谷 惠子、渡辺 京子 

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 宮下 満
佐子 

 薬剤師 本多 玲子     

     

 介助ボランティア  斉藤美恵子  

 学生ボランティア  牛田 尚子、大濱 優、松下 理央 

 

 ○勤務日（基本的な勤務日、学校行事等により変更有） 

  

非常勤教員      椎野 祐子  月１６日  火～金 



嘱託教員       吉住 和見  月１６日  月～木 

学習支援教員     磯田 悦子  週２日   火・木 

臨床心理士      澤地 都志子 週１日   金 

スクールカウンセラー 木戸 久恵  週１日   水 

 

事務嘱託       青木 美穂  月１６日  不定期 

           鈴木 浩一  月１６日  不定期 

 

用務嘱託       藤巻 静枝  月１２日  月・水・金 

  

調理再任用      齋藤 みゆき 火～金 

番場 令子  月・火・木・金 

内山 由雄  未定 

郡司 夕起夫（代替要員） 未定 

調理ﾊﾟｰﾄ       上武 公仁代 不定期 

 

介助ボランティア   斉藤 美恵子 火・水、５月９日（水）全校遠足 

 

学生ボランティア   未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

5 月  １日  交通安全教室（１・２年）  

９日  全校遠足  

１０日  地区班編成一斉下校  

区学力調査（３・４年）  

１１日  離任式  

２２日  ＰＴＡ総会  

２５日  野鳥観察会（３・４年）  

２９日  体力調査始（～３１日まで） 

６月  ４日  

～６日  

富士学園移動教室  

（５・６年）  

１５・１６日  学校公開  

２０日  水泳指導開始  

７月  ４日  いおぎまつり  

５日  都学力調査（５年）  

保護者会（１・２・３年）  

１０日  保護者会（４・５・６年）  

１９日  給食終  

２０日  終業式  

夏休み中  個人面談実施  

８月  ２９日  始業式  

３０日  引き取り訓練 給食始  

９月  ４日  保護者会・道徳授業地区公開 
講座（１・２・３年）  

６日  保護者会・道徳授業地区公開 
講座（４・５・６年）  

１２日  水泳指導終  

２９日  運動会  

10 月   １日  都民の日（休み）  

２日  振替休業日  

１８日  開校記念日（休み）  

２４日  連合運動会（６年）  

11 月  １６日・１７

日  

音楽会  

１９日  振替休業日  

２８日  連合音楽会（５年）  

12 月  ６日  保護者会（１・２・３年）  

 ７日  保護者会（４・５・６年）  

１３日  野鳥観察会（３～６年）  

２０日  給食終  

２１日  終業式  

１月   ８日  始業式  

 ９日  給食始  

１７日  校内書き初め展始  

１９日  連合図工展始（２１日まで） 

２５日  杉並区奨励研究発表会  

連合書き初め展始（～２６日）  

２月  １５・１６日  学校公開  

３月  ５日  保護者会（１・２年）  

 ６日  ６年生を送る会  

 ７日  保護者会（５・６年）  

 ８日  保護者会（３・４年）  

２１日  給食終  

２２日  修了式  

２５日  卒業式  

１ 日   

２  月   

３  火   

４  水   

５  木  新６年生登校・前日準備  

６ 金  始業式・入学式  

７  土   

８  日   

９  月  朝遊び開始  

大掃除・計測２年～６年  

４時間授業・給食なし  

10 火  安全指導・給食開始 聴力検査５年  

11 水  聴 力 検 査

３年  

12 木  保護者会（５，６年）聴力検査２年  

13 金  保護者会（３，４年）視力検査６年  

14 土   

15 日   

16 月  1 年生給食開始・委員会  

避難訓練       視力検査 5

年  

17 火  学力調査 6 年    視力検査 4 年  

保護者会（１，２年）  

18 水  視力検査 3 年   ぎょう虫検査回

収  

午前授業  

19 木  委員会紹介集会  

地域訪問①     視力検査 2 年  

20 金  地域訪問② 計測 1 年  

1 年生を迎える会  

21 土   

22 日   

23 月  クラブ       聴力検査 1 年  

24 火  地域訪問③    聴力検査予備日  

25 水  耳鼻科検診（全学年）  

26 木   

27 金      

28 土   

29 日  昭和の日  

30 月  振替休業日  


