
 

 

 

 

 

 

 

厳しい寒さを耐えた後には、温かな春がやって

くるものです。井荻小学校は、校庭の桜の木も、

花壇の菜の花も春満開です。保護者の皆さま、 

入学、進級おめでとうございます。 

 

 教育を「共育」と書くことがあります。子ども

たちを家庭と地域と学校が一体となって育てよ

うという意味をもった表現です。これには、二つ

の意味があると思います。一つは、「共に育てる」

という意味です。子どもは学校だけで育てられる

ものではなく、家庭・地域と力を合わせ、お互い

にその役割を補い合って育てていくものだと思

います。 

もう一つは、「共に育つ」という意味です。大

人になっても、子どもから教わることがたくさん

あります。大人も子育てをしながら学び、子ども

と共に育っていくのではないでしょうか。私自身 

 

 

 

 

 

 

 

 

も、今でも子どもから教わることがたくさんあり

ます。 

また、教員も保護者や地域の皆さまに助けられ

たり教えられたりしながら、育っていきます。子

どもたちとの日々の授業の中で教員自身も学び、

成長し続けたいと考えています。井荻小学校は、

子どもも保護者も地域も教員も「共に育つ」を大

事にし、皆さまと共に、チーム井荻で一丸となっ

て、前進し続けます。 

 

井荻小学校の学校目標は、今年も以下の通りで

すが、井荻小学校は「どの子も伸びて、学び合え

る学校」を目指しています。今年も井荻スタンダ

ードを基に「認め合う学級集団」をつくり、「分

かりやすい授業」を進め、全ての子どもたちを伸

ばしていきます。  
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チーム井荻 保護者・地域の皆さまと共に 

 校長 梅津 典子 

本校の教育目標 

◎考える子 

（意欲を持って自ら学ぶ子ども） 

○やさしい子 
（人に思いやりがあり、自分に厳しい子ども） 

○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ども） 

  

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 25 年度 職員の異動について 

＜退職＞  

 教諭(産休代替)       望月 瀬里菜 

 講師             手塚 佐智子  

 用務（嘱託)           藤巻 静枝 

警備（再任用）       羽生 洋三 

 

＜転出＞   

主任教諭     林 和江   杉並区立四宮小学校へ 

主任教諭     宮岡 慶子   杉並区立杉並第八小学校へ 

主任主事(用務)  武田  敏彦    杉並区立中瀬中学校へ 

給食        郡司 夕起夫  杉並区立馬橋小学校へ 

給食(再任用)   番場 令子   杉並区立馬橋小学校へ 

給食(再任用)  齊藤 みゆき 杉並区立泉南中学校へ 

 

＜転入＞ 

主任教諭      安井 政子  杉並区立杉並第七小学校より       

教諭        猜 拓郎 杉並区立高井戸小学校より 

給食(再任用)   笠原  憲東   杉並区立馬橋小学校より 

警備(再任用)   高田  重彦  杉並区立荻窪小学校より 

用務           清水 かほる 

杉並区立高井戸第二小学校より 

 

＜新規採用＞ 

教諭(図工専科)            廣瀬 祐美 

スクールカウンセラー(都)  岩崎 厚子 

 

＜復職＞ 

主任教諭               工藤 尚子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 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：星野  桂  保健主任：横山  美佳   

図書主任：栗原 慎太郎 

 特別支援教育コーディネーター：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 清野 純子  １年２組☆蛭田 真希子 

２年１組☆星野 桂   ２年２組 大沼 文恵 

３年１組☆工藤 尚子    ３年２組 猜  拓郎 

４年１組☆山口 真    ４年２組 住谷 陽子 

５年１組 工藤 尋大  ５年２組☆安井 政子 

６年１組 澁谷 あゆみ  ６年２組☆小室 純子 

音楽(１年、３年～６年)  坂口 美穂子 

(初任者指導教官) 

図工(２年～６年)    廣瀬 祐美 

理科(４年～６年)    古野  博 

算数少人数(３年～５年) 栗原 慎太郎 

算数少人数(６年)       椎野 祐子 

(１・２年副担任) 

家庭科(５・６年)    吉住 和見 

（スタディルーム担当） 

養護         横山 美佳 

学校司書       土屋 文代 

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(区) 岩崎厚子(都) 

事務主事       佐藤 亮    

事務嘱託員       青木 美穂  鈴木 浩一 

用務技能長       西川 富士子 

用務主任        高橋 百合子 

用務(パート)        清水 かほる 

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)     内山 由雄  笠原 憲東  

調理 (パート)     上武 公仁代 

警備主事  伊藤 幸信 都筑 高志 高田 重彦 

交通指導員 車谷 惠子 渡辺 京子 寺西 裕 

校庭開放指導員 室園 隆 室園 洋子 盛山 義之 

学校警備員(南門)    高橋 博 

学校医  近藤 喬(内科)   酒井 隆介(眼科)  

山口 展正(耳鼻科)   宮下 満佐子(歯科)  

本多 玲子(薬剤師)  

 

重要なご連絡！ 

４月９日（火）緊急メール新規登録開始 

新しい学年・学級になりましたので、昨年

度のメールアドレスは８日の段階で初期化さ

れます。９日に別途詳細をお配りいたします 

のでご参照の上、お早目に再登録をお願いい

たします。 

 

 



平成２５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・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 

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２５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、登校させてください。 

○朝７時４０分～８時１５分は、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。この日は、昼休みがないので、午後の

時程が早くなります。 

○８時３０分～８時４５分は、 

  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時５０分です。（水曜は１４時１５分です。） 

  ＊月曜日にクラブ・委員会がある場合は、該当学年以外、放課後遊びはありません。  

○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。） 



   

 

 

 

 

 

＊保護者会にお越しの際は、「名札（来校証）」「スリッ                        

パ等の上履き」「外履きを入れるための袋」をご持参くだ  

さい。 

※年間行事予定表は、保護者会で配布します。 

※地域訪問の日は、Ｂ時程の５時間授業です。 

  ４月１日～４日 春休み 

５ 金 新６年生登校・前日準備 

６  土  

７ 日  

８ 月 始業式・入学式 

９ 火 朝遊び開始（２～６年）・大掃除  

４時間授業（２～６年）・給食なし 

10 水 安全指導日・給食開始 

計測２～６年 

11 木  

12 金 保護者会（５，６年）視力検査６年 

13  土  

14 日  

15 月 委員会 避難訓練  

１年生給食開始  視力検査５年 

16 火 保護者会（３，４年）視力検査４年 

17 水 ４時間授業 視力検査３年 

18 木 委員会紹介集会 視力検査２年 

保護者会（１，２年） 

眼科検診（３，４，５年） 

19 金 １年生を迎える会  計測１年 

Ｂ時程 地域訪問①     

20  土  

21 日  

22 月 １年生：朝遊び開始  クラブ  

視力検査１年 

23 火 内 科 検 診 （ ２ ， ３ 年 ）      

Ｂ時程 地域訪問②     

24 水 国学力調査（６年） 聴力検査５年 

25 木 きょうだい学年集会 聴力検査３年 

Ｂ時程 地域訪問③ 

26 金 聴力検査２年 

27  土     

28 日  

29 月 昭和の日 

30 火 移動教室説明会（５・６年） 

交通安全教室（１・２年） 

聴力検査１年 

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  澁谷 あゆみ 

 

 「おはようございます。」という子どもたちの元気

な声で新学期が始まりました。井荻小学校の子ども

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。 

去年の春休み、山口県の萩の町を歩いていた時の

ことです。学生服を着た男子生徒三人とすれ違った

時に「こんにちは」と声をかけられました。見ず知

らずの人から、挨拶をされることに慣れていなかっ

た私たちは、思わず後ろを振り向いてしまいました。

誰もいないことに気づき、私たちに挨拶をしてくれ

たのだと分かり、あわてて「こんにちは」と笑顔で

応えたのでした。その瞬間、心の中がぽっと温かく

なり、萩という町がもっと好きになりました。「どう

したら、こんな中学生が育つのだろう」と感動した

ことを覚えています。きっとこの中学生たちを取り

巻く大人の人たちがそういう環境をつくってきたの

だろうと思いました。 

井荻小学校の子どもたちが、自然と挨拶できるよ

うに、まず、私たち大人が挨拶のできる人にならな

ければと、思いを新たにする新学期です。 

生活指導部より 

 今年度より、給食当番はマスクを着用します。 

マスク忘れを防ぐため、また、風邪をひいたときのた

めにマスクを２～３枚、学校置きにさせてください。 

 ビニール袋などに入れて持たせてください。 


