
 

 

 

 

 

  

 

満開だった校庭の桜もすっかり葉桜に変わ

り、木々の緑が鮮やかな季節となりました。

新緑の季節には、自然界の植物も動物も、全

ての生命が躍動を始めます。新学期がスター

トして早くも一ヶ月が経とうとしています。

子どもたちも新しい目標に向かって、決意も

新たに取り組みを開始しました。 

中庭の鯉のぼりが五月の風に気持ちよさそ

うに泳いでいます。あの元気に泳ぐ鯉のぼり

のようにすこやかに育ってほしいとの思いを

込め、今年度も井荻小学校では、教育目標に

ある「考える子」「やさしい子」「強い子」の

育成へ向け教育課程を展開してまいります。

子どもたちが安心して学習に取り組み、安全

に一日を過ごし、遊べるよう配慮してまいり

ます。 

「健康な身体は、一日の規則正しい生活リ

ズムから。」５月１２日から一週間「生活リズ

ム表」を使って、気持ちよく一日の生活を始

められているかを点検します。「早寝・早起

き・朝ご飯」は点検期間の一週間が終わって

も続けていきたい習慣です。 

井荻小では、午前７時４０分から午前８時

１５分までの３５分間「朝遊び」ができます。

校庭で元気いっぱい体を動かし、朝から運動

をして、身体も頭脳も目覚めた状態で学習に

臨むことができます。これも、学校支援本部

の皆様のご支援があってはじめてできること

と感謝しております。また、５月からは、「チ

ャレンジタイム」が開始となります。これは、

毎週火曜日の中休みの時間を活用して運動し、 

 

 

 

 

 

 

 

基礎体力を身につける取り組みです。１学期

は、校庭の遊具等を使って、サーキットトレ

ーニングの活動を取り入れ「体つくり運動」

をします。２学期の予定は「長縄跳び」です。

学級のみんなで呼吸を合わせ、８の字跳びに

挑戦します。３学期は「マラソン」に取り組

みます。校庭の内側は低学年、外側は高学年。

自分のペースを守って走ります。 

今年度も体育の授業だけにとどまることな

く、「チャレンジタイム」等の場面を通じて子

どもたちのすこやかな成長へ向け活動を展開

していきます。取り組む前からあきらめてし

まうのではなく、失敗しても簡単にはくじけ

ない子に育ってほしいと思います。自分の掲

げた目標に向かって、最後までねばり強く取

り組む、心身ともに「強い子」へと成長でき

るよう教育活動を推進してまいります。保護

者、地域の皆様のご理解、ご支援をよろしく

お願いします。 
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お世話になりました。 
 

退職された職員 

 

教諭（産休代替）   重原 由紀 

（新規採用で中野区立桃園第二小学校へ） 

たった半年という短い間でしたが、明るく元気な子

どもたちからたくさんの笑顔をもらって、楽しく充実

した毎日を過ごすことができました。井荻小で学んだ

ことを生かし、これからもがんばっていきます。あり

がとうございました。 

 

警備         高田 重彦 

北門に立ち、みなさんの明るい笑顔に元気をいただ

きました。今日も、ニッコリ、おはようございます。 

一年間ありがとうございました。 

 

用務パート      清水 かほる 

井荻小学校の皆さん！１年間本当にありがとうご

ざいました。とってもお世話になりました。井荻小学

校は、校舎と校舎の間を川が流れていたり、自然環境

が素晴らしく、スポーツでも勉強でも落ち着いて打ち

込めるよい環境だと思います。子ども時代に、こんな

に良い所で過ごせるとは本当に素晴らしいですね。皆

さんの健やかな成長を楽しみにしています。 

 

スタディルーム指導員  澤地 都志子 

井荻小学校には、3 年 4カ月関わりましたが、週一

日程度でしたので、どれだけのことができたのか、反

省することばかりです。逆に、少し距離のある立場か

ら、子どもたちの成長を見守れていたなら幸いです。 

井荻小学校の子どもたちは、元気で明るく優しくと

ても楽しく過ごせていました。これからも自分を大切

にしながら、元気で、輝く笑顔を忘れずに成長し、ご

家族の皆様もお幸せに過ごされますことを、心から願

っております。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

転出された職員 

 

主任教諭      坂口 美穂子 

（杉並区立杉並第二小学校へ）   

自然豊かな井荻小に赴任して６年。ここはすっかり

私のふるさとになっていました。音楽会や学芸会、展

覧会そして運動会や６０周年行事など、様々な行事が

思い出されます。でも、やっぱり一番の思い出は、日々

の授業での、子どもたちの生き生きとした顔や元気な

声です。歌っておどった低学年。「ひびく声」やリコ

ーダーに取り組んだ中学年。美しい音の重なりや、大

編成の合奏をめざした高学年。本当に楽しい毎日でし

た。ありがとうございました。 

 

主任教諭      蛭田 真希子 

（杉並区立沓掛小学校へ） 

長い間、お世話になりました。井荻の子どもたち、

保護者・地域の方々、教職員、環境・・・すべてが大

好きでした。井荻小は、私の心のふるさとです。一生

忘れない、第二の母校になりました。これからも子ど

もたちの成長を応援させていただけたら幸せです。 

 

事務嘱託員     鈴木 浩一 

（杉並区立杉並第九小学校へ） 

たくさんの夢を持っていれば、たとえ小さな夢であ

っても、１つくらいは残っているかもしれない。その

時のために全力で走り続ける。短い時間でしたが、大

変お世話になりました。 

 

 

 

 

 

 



 はじめまして。 
 

転入した職員 

 

主任教諭     高野 裕子 

（杉並区立杉並第二小学校より） 

はじめまして。杉並第二小学校より異動してまいり

ました。明るく、とても静かな環境にある学校で勤務

できることを嬉しく思います。子どもたちは素直で、

優しく澄んだ歌声が素敵ですね。みんなで歌ったり、

奏でたり、つくったり踊ったりできることを楽しみに

しています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教諭      石塚 八千代 

（足立区立弥生小学校より） 

 足立区立弥生小学校から異動して参りました。自

然豊かな環境、素直で元気な子どもたち、温かい保

護者の方々に囲まれて、これから毎日を過ごせるこ

とを、とても嬉しく思います。 

 子どもたちと一緒に、私自身も日々学び、成長で

きるように精一杯努力していきます。どうぞよろし

くお願い致します。 

 

教諭（産休代替）  近 孝将 

（杉並区立沓掛小学校より） 

杉並区立沓掛小学校から参りました。満開の桜と笑

顔いっぱいの子どもたちに迎えられ、はじめの一歩を

踏み出せてとてもうれしく思います。また、子どもを

温かく見守ってくださる保護者の方々や地域の方々

との素敵な出会いにも感謝する毎日です。 

この気持ちを忘れることなく、一日一日を大切にし

て子どもたちと楽しく過ごしたいと思っております。  

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

用務技能主事  荻田 一代 

（杉並区立四宮小学校より） 

四宮小学校から４月に用務代替として異動して来

ました。学校の敷地の東を川が流れていることに驚き、

また、どんな出会いが待っているのか、ワクワクして

います。一年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

事務嘱託員    小林 智美 

（杉並区立桃井第三小学校より） 

「すべては子どもたちのために」のもと、学校生活

がスムーズにいくよう事務室からサポートしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

警備       佐藤 則雄 

（杉並区立桃井第五小学校より） 

きれいに咲き誇る花々、そして背の高い緑豊かな

木々が身近にせまり、眼下には小鳥が飛び交う善福寺

川。何よりも、ちゃんとあいさつのできる子どもたち。 

気に入りました。頑張ります。 

 

スクールカウンセラー（区）  常山 美和子 

今年度から井荻小学校の担当になりました。地域環

境も、小学校の雰囲気もとても温かく、なんだかとて

も安心します。早く井荻小学校に慣れ、皆さんと楽し

く過ごしていきたいと思います。また、一人一人がよ

りよい学校生活を送れるようお手伝いしつつ、自分自

身も努力し、成長していきたいと思っています。どう

ぞ気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

１  木 理科教室４年  眼科検診２・３・５年 

SC→（スクールカウンセラー来校日） 

２ 金 離任式・Ｂ時程 交通安全教室１・２年 

３ 土 憲法記念日 

４ 日 みどりの日 

５ 月 こどもの日 

６  火 振替休日 

７ 水 全校遠足 

８ 木 区特定課題調査３～６年      SC 

９ 金 安全指導日 ぎょう虫卵検査回収       

10 土 引き取り訓練 

11 日  

12 月 委員会 生活リズム表始 

13  火 腎臓検診一次（全）全校遠足予備日      
SC 

14 水 はたらく消防写生会１・２年   ４時間授業 

15 木 移動教室保護者説明会５・６年 

眼科検診１・４・６年 

16 金 生活リズム表終 

17 土 学校支援本部いおぎ丸バザー 

18 日  

19 月 クラブ 

20  火 内科検診２・３年 心臓病検診１年＋α 

B時程 PTA総会 

21 水 体力調査始   ふれあいタイム 

22 木 歯科検診 （全） 

23 金 体力調査終  野鳥観察会３・４年 

B時程 ５時間授業 

※研究授業のため、５年、４－２は６時間授業 

24 土  

25 日   

26 月 教育実習始 

27  火 内科検診１・４年 

28 水 耳鼻科検診（全）腎臓病検診二次  SC 

ふれあいタイム 

29 木 移動教室内科検診５・６年     SC 

30 金                  

31 土  

  ５月の生活目標 

『きまりを守って、楽しい学校を作ろう』

生活指導部 栗原 慎太郎  

 本校のきまりの中に、「廊下は歩きます」

「中休みはボールをける遊びはしません」

「登下校の時間を守ります」などがありま

す。それらのきまりを守ることは、とても

大切なことです。 

子どもにとって学校とは、「学習すると

ころ」「遊ぶところ」「友だちを作るところ」

だと私は考えています。そのような学校

で、もしも一人一人が勝手なことをしてい

たら、お互いがいやな思いをし、充実した

学校生活が送れなくなります。 

家庭、学校、スポーツの場、遊び・・ど

こにでもきまりがあります。児童一人一人

がきまりを守ることを積み重ねることで、

喜びや楽しさを心から感じられるように

なると考えています。 

一年生をむかえる会 

野鳥観察会へのお誘い  

５月２３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っています。野鳥

観察会の授業は他の学校にはない井荻小の特色の一つです。3・4 年生の保護者の方はもちろん、他学年の保

護者の方も、その時間ぜひ善福寺公園での子どもたちの学習の様子を見に来てください。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待ちしています。（１２月には、5・6年生も含め

２回目を行う予定です） 

 

4月 18日（金） 

全校児童で１年生を歓迎しました。 


