
 

  

 

 

校庭の桜が、入学・進級を祝うように花開き、初々

しい１年生７０名を迎えました。今年度は１年生が

３学級となり、全校で１３学級になって、２７年度

が始まりました。 

 

保護者の皆さま、 

入学、進級おめでとうございます。 

 

 井荻小学校の学校目標は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 ・がくねんをこえてなｋｊ 

 

３月に卒業した６年生が、井荻小のよい所をまと

めてくれました。 

・明るく元気なところ 

・学年をこえて仲良くできる 

・クラスの人たちの仲がよい 

・とてもやる気がある 

・川が流れ、自然がたくさんある、生き物がたくさ

んいる 

・集会やイベントに楽しく取り組んでいる 

・図書室に本がたくさんある 

子どもたち自身が、自分の学校が好きで誇りに思

っていることが分かり大変うれしく思いました。ま

た、在校生に以下のようなお願いをしています。（昇

降口に掲示してあります。） 

・自分からあいさつをしよう 

・時間を守って行動しよう 

・目上の人に礼儀正しく接しよう 

・学校を支えてくださっている方に感謝して生活し

よう 

 

 

 

 

子どもたちの願いと私達教職員の思いは同じです。

また、今年度１年生が１学級増えることを知った昨

年度の５年生の児童数人が（現６年生）、「新しい１

年生の教室表示と靴箱表示がなくてかわいそう。」と

申し出て、放課後や休み時間に手作りで進んで作っ

てくれました。 

自分たちの学校に対して正しく判断し、行動でき

る子どもに育ったことをうれしく思うと同時に、子

どもたちが毎日過ごす井荻小学校をよりよいものに

していくよう、教職員一同全力を尽くしたいと思い

ます。今年度も、保護者・地域の皆さまのご理解・

ご協力をお願い申し上げます。 
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井荻小学校の教育目標 

◎考える子（重点目標） 

○やさしい子 

○強い子 

東京都から“愛鳥モデル校”に 

指定されました。 

 井荻小学校の長年の自然環境及び

野鳥類の保護活動が認められ、平成 

２７年１月２７日に東京都環境局より、

「愛鳥モデル校」に指定されました。 

校長 梅津 典子 

 



平成２７年度 職員の異動について 

＜定年退職＞ 

副校長       小谷 恒司 

＜退職＞ 

主任教諭       住谷  陽子 

（再任用短期として本校勤務） 

教諭（産休代替）  近  孝将 
      （産休代替として杉並区立浜田山小学校へ） 

非常勤教諭         椎野 祐子 

嘱託教員        吉住 和見 

SR 指導員       木戸 久恵 

＜転出＞ 

主幹教諭      澁谷 あゆみ 

  （杉並区立久我山小学校へ） 

主任教諭           工藤 尚子 

  （昭島市立玉川小学校へ） 

主任教諭           栗原 慎太郎  

（板橋区立紅梅小学校へ） 

養護教諭          横山  美佳   

    （杉並区立堀之内小学校へ） 

栄養士       長田 昌子 

        （杉並区立桃井第二小学校へ） 

技能主任（調理）  横山 智恵 

        （杉並区立杉並第一小学校へ） 

技能主任（用務）  髙橋 百合子 

        （杉並区立和田中学校） 

技能主任（用務）  荻田 一代 

        （杉並区立桃井第五小学校へ） 

嘱託（事務）    青木 美穂 

        （杉並区立井草中学校へ） 

＜転入＞ 

副校長       四海 満 

        （杉並区立杉並第二小学校より） 

主任教諭        片桐 郁夫 

    （杉並区立三谷小学校より） 

教諭          森安 美穂  

（小金井市立小金井第四小学校より） 

教諭           佐藤 由希 

        （羽村市立富士見小学校より） 

教諭        山口 千春 

        （杉並区立八成小学校より） 

主任養護教諭    中野 眞美 

        （杉並区立四宮小学校より） 

栄養士       峯岸 美野里 

        （目黒区立五本木小学校より） 

技能主任（調理）  渡邊 太郎 

        （杉並区立杉並第九小学校より） 

主事（調理）    埴原 永幸 

        （杉並区立杉並第九小学校より） 

技能主任（用務）  土屋 多市 

        （杉並区立大宮中学校より） 

主事（用務）    渡具知 祐子 

        （杉並区立天沼中学校より） 

嘱託（事務）    鳴滝 みどり 

        （杉並区立桃井第一小学校より） 

＜新規採用＞ 

教諭         進藤 奈美 

平成２７年度 井荻小学校職員組織 

○校長 梅津 典子  ○副校長 四海 満 

○主幹・主任 

教務主幹    ： 小室 純子  

生活指導主任： 古野 博 

研究主任：星野 桂  保健主任：中野 眞美 
特別支援教育コーディネーター：中野 眞美  住谷 陽子 

○担当             ☆学年主任 

１年１組☆清野 純子  １年２組 佐藤 由希 

１年３組  拓郎 

２年１組 山口 千春  ２年２組☆星野 桂 

３年１組 小室 純子  ３年２組☆小竹 裕香 

４年１組☆片桐 郁夫  ４年２組 大沼 文恵 

５年１組☆石塚 八千代 ５年２組 進藤 奈美 

６年１組☆工藤 尋大  ６年２組 山口 真 

音楽(1 年、3～6 年)     高野 裕子 

図工(2～6 年)        廣瀬 祐美 

理科(4～6 年)        古野 博 

算数少人数(3～５年)、６年家庭科 森安 美穂 

算数少人数（６年）、６年副担任、   

新人育成教員           住谷 陽子 

養護教諭           中野 眞美 

学校司書           土屋 文代 

学習支援教員         磯田 悦子 

スクールカウンセラー(区)    常山 美和子 

スクールカウンセラー(都)    岩崎 厚子 

事務主事           佐藤 亮 

事務嘱託員          小林 智美 

鳴滝 みどり 

用務技能長          西川 富士子 

用務技能主任         土屋 多市 

用務主事           渡具知 祐子 

栄養士            峯岸 美野里 

調理技能主任         齋藤 雅司  

渡邊 太郎 

調理主事           埴原 永幸 

調理再任用           藤根 良子  

調理パート            上武 公仁代 

警備再任用    伊藤 幸信  都筑 高志 

                 佐藤 則雄 

交通指導員    寺西 裕   流割 悟 

               堀ノ内 輝男 

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：木下 亨 

薬剤師：本多 玲子 

 

 



 

  

平成 27 年度 生活時程表 

 

 

生活時程表について 

○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７：４０～８：１５は、朝遊びとして、校庭で遊べます。（４月７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。 

○８：３０～８：４５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１５：５０です。 

○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。 

 

 Ａ時程（月・火・木・金） Ｂ時程  

（水・土ほか） 

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 

 

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 

11：45（３時間） 

13：15（4 時間） 

14：15（５時間） 

15：05（６時間） 

詳しくは後日配布の

「井荻小の１日」を 

ご覧ください。 

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  古野 博 

  

 「おはようございます。」という子どもたちの

元気な声で、いよいよ新学期が始まりました。 

井荻小学校の子どもたちはあいさつがとても

上手です。ニコニコの笑顔であいさつされると、

こちらもとてもうれしく、心が温かくなります。

そして子どもに負けないくらいの笑顔であいさ

つを返すようにしています。元気なあいさつを

かわすと、とても気持ちがすっきりします。 

 

あいさつは人と人をつなぐ魔法の言葉です。 

そして、その魔法の言葉にさらに磨きをかける

には、いくつかのコツがあります。 

それは  

① 自分から先にあいさつすること 

② 相手の名前を呼んであいさつすること 

③ 聞こえる声であいさつすること 

④ 笑顔を添えてあいさつすること  です。 

 

さらに、もう一言をあいさつに添えたらもっ

と磨きがかかりますね。 

たとえば、『～さん、おはよう。新学期もよろ

しく！』『～さん、おはよう。雲がきれいだね！』 

このような魔法のあいさつが増えると、井荻小

は今よりさらに素晴らしい学校になっていきま

す。 

 あいさつの輪を広げる新学期を目指します。 

ご家庭でも、ぜひ、魔法のことば「あいさつ」

を大切にして、新学期をスタートさせてくださ

い。 



 

 

 

 ＜お知らせ・お願い＞ 

① ３年２組の丸山裕香先生が結婚し、「小竹裕

香」先生になりました。おめでとうござい

ます。 

② 今年度、学級連絡網は配布しません。代わ

りに児童名簿を配布します。よろしくお願

いします。 

③ 新しい年度になったので「一斉メール」の

更新をお願いたします。詳しくは後日、別

紙にてご連絡します。 

 

5月 

２日 離任式 

７日 全校遠足 

９日 土曜授業 引き取り訓練 

 

6月 

12日・13日 学校公開 

22日～24日 弓ヶ浜移動教室 

３０日 いおぎまつり 

 

７月 

１１日 土曜授業（セーフティ教室） 

１７日 終業式 

8月 ３１日 始業式 

9月 
２６日 土曜授業 

オープンスクール 

10月 

３日 運動会 

１８日 開校記念日 

２８日 連合運動会（６年） 

11月 

13日・14日 音楽会 

２５日 連合音楽会 

12月 

１２日 土曜授業 

２５日 終業式 

1月 
１２日 始業式 

２３日 土曜授業 

2月 12日・13日 学校公開 

3月 

２日 ６年生を送る会 

１２日 土曜授業 

２４日 修了式 

２５日 卒業式 

１  水  

２ 木  

３ 金  

４ 土  

５ 日 春季休業日終 

６  月 始業式・入学式 

７ 火 大掃除 朝遊び始め 

４時間授業（12：30 頃下校予定） 

８ 水 給食開始 専科授業開始 

４時間授業 

９ 木 計測（２～６年） 

保護者会（５・６年）４時間授業（５・６年） 

10 金  

11 土  

12 日  

13  月 委員会 視力検査（６年） 

１年生給食開始 

14 火 視力検査（５年） 

保護者会（３・４年）４時間授業（３・４年） 

15 水 視力検査（４年） 避難訓練 

4時間授業（13：20頃下校予定） 

16 木 視力検査（３年） 

保護者会（１・２年）４時間授業（１・２年）  

17 金 視力検査（２年） １年生を迎える会 

地域訪問① Ｂ時程５時間授業 

18 土  

19 日  

20  月 聴力検査（５年） クラブ 

21 火 聴力検査（３年） 国学力調査６年 

地域訪問② Ｂ時程５時間授業 

22 水 聴力検査（２年） 

ふれあいタイム 

23 木 計測（１年） 

地域訪問③ Ｂ時程５時間授業 

24 金  

25 土 土曜授業 地区班一斉下校 

（11：３０頃下校予定） 

26 日  

27  月 聴力検査（1 年） クラブ 

28 火 交通安全教室（1 年） 

29 水 昭和の日 

30 木  

主
な
年
間
行
事
予
定 


