
 

 

 

 

新学期が始まり、美しい花を咲き誇らせ子ども

たちを出迎えていた桜たちも、今はすっかりその

花びらを散らして、葉桜の姿となっています。 

４月に副校長として着任して、一ヶ月が過ぎよ

うとしています。ＰＴＡの皆様や保護者の皆様、

学校支援本部の皆様、教職員の方々など、たくさ

んの人の力と熱い思いで学校が運営され、さらに

よい学校へと突き進んでいるのを肌で感じていま

す。私も井荻小学校の子どもたちのために、全力

で頑張りますので宜しくお願い致します。 

さて、４月に入学してドキドキしながら登校し

ていた１年生たちも少しずつ学校生活に慣れ、元

気一杯に校庭で遊んでいる様子が見られます。こ

れも、１年生を毎日お世話してくれている６年生

の力が大きいと思います。それは、６年生の学級

便りに載せられた子どもたちの、１年生のお世話

に向けての意気込みから伝わってくる、やる気や

優しさからそう思います。 

５月７日（木）には全校遠足が予定されていま

す。これは井荻小学校で例年春に行われている全

校挙げての学校行事で、井荻小学校ならではの行

事と言えます。 

他の学校では、各学年や低・中・高の学年ごと

で実施することが多いのですが、井荻小学校は、

全校規模で行います。全校規模でできるよさは、

きょうだい学年（１年と６年、２年と４年、３年

と５年）で行動することにより、普段あまりかか

わりがない学年が触れ合うことができるところに

あります。 

きょうだい学年で行う活動としては、往路の行

程を一緒に行き、オリエンテーリングを楽しんだ

り、おいしいお弁当をみんなで食べたりすること

が計画されています。そのような活動を通して、 

 

 

 

           副校長  四海 満 

 

上学年の子は下学年の子を優しく思いやり、リー

ダーシップを発揮する力を育てていきます。また、

下学年の子にとっては、頼れるお兄さんやお姉さ

ん達の行動を見て信頼したり、見習おうとしたり

して、絆を深める場となります。 

復路は、低・中・高の学年で学校まで帰ります。

この活動も、近い学年の子どもたちどうしが触れ

合うことができ、お互いのよさを見つめる場にな

ります。 

この学校行事を通して、子どもたちどうしのつ

ながりをさらに深め、今後の学校生活に向けて、

自信と希望にあふれて、生活していけるような一

つの機会にしていきたいと思います。 

さらに、井荻小学校独特の取り組みだと思うの

が「朝遊び」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、初めてできることと感謝し

ております。他にも、「トトロの教室」や「いお

ぎ自然体験サポート」などの学習支援、図書の読

み聞かせや土曜クラブ、おやじの会による様々な

取り組みなど、多岐にわたり支援をしていただい

ています。 

本年も井荻小は、教育目標として「考える子」

「やさしい子」「強い子」を掲げています。この

教育目標のもと、井荻小の子どもたちを健やかに

育んでいけるよう学校・ＰＴＡ・保護者・地域の

皆様の力を結集して、充実し

た教育活動を推進して参り

ますので、皆様のご支援を宜

しくお願い致します。 
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みんなの力でさらによい学校へ 



お世話になりました。 

退職された職員 

副校長 小谷 恒司 （定年退職後、さざんか教室へ） 

緑豊かな自然に包まれた井荻小学校に赴任して３年、保護者

の皆様、ＰＴＡを始め、地域の皆様に支えていただき教育を推

進することができました。感謝申し上げます。本当にありがと

うございました。 

教諭（産休代替）近 孝将（杉並区立浜田山小学校へ） 

井荻小学校で勤務した１年間を振り返ると、旧１年生の保護

者の皆さまにはいつも支えられていたことを実感しています。

そのおかげで、優しい子どもたちが育っていると思います。成

長した子どもたちの活躍が楽しみです。 

非常勤教諭  椎野 祐子 

緑あふれる井荻小で過ごしたこの３年間は、楽しく心豊かな

日々でした。工夫して問題が解けた時、目指す回数まで縄跳び

ができた時、そしてカワセミを見つけた時…皆さんの生き生き

とした瞳から、沢山の元気をもらいました。三年間、ありがと

うございました。 

嘱託教員  吉住 和見 

素直で元気いっぱいの子どもたち。いつもあたたかく見守っ

てくださったお家の方々。その温かさに包まれて７年間もお世

話になってしまいました。本当に楽しく充実した７年間でした。

ありがとうございました。 

ＳＲ指導員  木戸 久恵 

 スクールカウンセラーとして８年、スタディルームの指導員

として１年、合計９年間お世話になりました。先日の卒業式で

は穏やかな日差しに鶯の声、「あぁ井荻」と感慨深かったです。

これからも井荻の伝統を紡いでいって下さい。ありがとうござ

いました。 

再任用（給食）  内山 由雄 

 長い間好きな料理を作る仕事ができて幸せでした。「今日も

給食美味しかったね。また作ってね」と子どもたちの声を聞く

のが楽しみで４５年間給食の仕事ができました。本当にありが

とうございました。 

 

転出された職員 

主幹教諭 澁谷 あゆみ（杉並区立久我山小学校へ）   

井荻小学校で一番感動したことは、保護者や地域の方々の温

かさです。朝遊びをはじめ、学校活動のいたるところで、地域

の方々がボランティアで心血注いでくださる姿に、頭が下がり

ました。この地域の温かさが子どもたちを育てているのですね。 

主任教諭  工藤 尚子（昭島市立玉川小学校へ） 

子どもたちの笑顔に囲まれた９年間。素敵な子どもたちと過

ごした時間は、私の大切な宝物になりました。元気でいっぱい

の子どもたちに溢れる程のパワーをもらい、保護者の皆様、地

域の方々の温かいまなざしにたくさん助けていただきました。

本当にありがとうございました。 

主任教諭  栗原 慎太郎（板橋区立紅梅小学校へ） 

４年間でしたが、お世話になりました。第２学年担任や算数

少人数指導など、様々なことを経験させていただきました。元

気で人懐っこい子どもたちに囲まれ、楽しい時間を過ごすこと

ができて幸せでした。ありがとうございました。 

養護教諭  横山 美佳（杉並区立堀之内小学校へ） 

 ６年間お世話になりました。川が流れる自然豊かな井荻小で

仕事ができ、また野鳥観察や川の学習など子どもたちと自然に

触れることが多く、豊かな時間を過ごすことができました。あ

りがとうございました。 

栄養士  長田 昌子（杉並区立桃井第二小学校） 

 ３年間お世話になりました。人懐っこい子どもたちに囲まれ

た井荻小生活はとても楽しく過ごすことができました。「食べ

ることは生きること」子どもたちには食べることを大事にして

ほしいと願っています。本当にお世話になりました。ありがと

うございました。 

技能主任（調理） 横山 智恵（杉並区立杉並第一小学校へ） 

 現在の駅前の学校も便利ですが、校庭に川が流れ、自然の生

き物が寄ってくる井荻小も、とても素敵な学校として記憶に残

りました。五年間お世話になり、ありがとうございました。 

技能主任（用務） 髙橋 百合子（杉並区立和田中学校へ） 

 校内でお掃除していると、「いつもありがとうございます」

と声をかけていただき、とても嬉しく思いました。井荻小では

いろいろな作業を経験しました。それを生かせる様に頑張りま

す。皆様、大変お世話になりました。５年間、本当にありがと

うございました。 

技能主任（用務） 荻田 一代（杉並区立桃井第五小学校へ） 

 私は昨年用務代替としてお世話になりました。一年間はあま

りにも早く、私の心にとても温かい思い出を刻んで新しい職場

へ異動することができました。ありがとうございます。 

嘱託（事務） 青木 美穂（杉並区立井草中学校へ） 

 毎朝、子どもたちの元気な「おはよう」の言葉に力をもらい

ました。いつでも協力を惜しまない保護者と地域の皆様。チー

ムワークの良い教職員。子どもたちの健やかな成長と井荻小の

発展をお祈り申し上げます。 

 



 はじめまして。 

転入した職員 

副校長  四海 満（杉並区立杉並第二小学校より） 

杉並第二小学校から昇任されて参りました。子どもたちの笑

顔いっぱいの井荻小学校に来ることができて、大変うれしい気

持ちでいっぱいです。やる気満々の子どもたちのために精一杯

がんばります。宜しくお願いいたします。 

 

主任教諭  片桐 郁夫（杉並区立三谷小学校より） 

 近くの杉並区立三谷小学校から異動して参りました。初めて

校舎の中を歩いた時、窓の外からうぐいすの声が聞こえてきた

のには驚きました。素敵な環境の中で勤務できる幸せを感じて

います。よろしくお願いします。 

 

教諭  森安 美穂（小金井市立小金井第四小学校より） 

小金井市第四小学校から異動してきました。 

元気のよい挨拶とチャイムの前に素早く行動できる子どもた

ちに、毎日感心しています。全校遠足や野鳥観察を楽しみにし

ています。よろしくお願いします。 

 

教諭  佐藤 由希（羽村市立富士見小学校より） 

羽村市立富士見小学校より参りました。素直で元気な子ども

たち、温かな職員や保護者の皆様に迎えられ、これからの毎日

がとても楽しみです。笑顔を大切に、子どもと共に学んでいけ

るよう頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

教諭  山口 千春（杉並区立八成小学校より） 

杉並区立八成小学校から異動して参りました。「千春先生」

と呼んでください。子どもたちと一緒に、一日一日を大切に過

ごしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

主任養護教諭  中野 眞美（杉並区立四宮小学校より） 

四宮小学校から異動して参りました。鳥のさえずりが聞こえ

る素敵な環境で育つ子どもたちは、とても明るく素直ですね。

これから、からだや健康のことをたくさん話していけたらと思

っています。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

栄養士  峯岸 美野里（目黒区立五本木小学校より） 

「今日の給食おいしかった！」「明日の給食も楽しみ！」と

思ってもらえる給食を作っていきたいと思います。行事食や郷

土食、世界の料理も給食に取り入れていきます。楽しみにして

くださいね！よろしくお願いします。 

 

技能主任（調理） 渡邊 太郎（杉並区立杉並第九小学校より） 

はじめまして。杉並第九小学校から参りました。皆さんと、

仲良く元気に、給食を作っていきたいと思います。 

 

主事（調理）  埴原 永幸（杉並区立杉並第九小学校より） 

 杉並第九小学校から来ました、埴原永幸です。元気な子ども

達の声を聞きながら楽しく仕事をしていきたいと思います。よ

ろしくお願い致します。 

 

技能主任（用務）  土屋 多市（杉並区立大宮中学校より） 

 大宮中よりまいりました。久々の小学校です。子どもたちに

負けないよう元気に頑張ろうと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

主事（用務）  渡具知 祐子（杉並区立天沼中学校より） 

 井荻小の沢山の木、花、実、野鳥を見て楽しみながら仕事が

出来そうで嬉しいです。カワセミと蛇も感動しました。気軽に

声をかけて下さい。宜しくお願い致します。 

 

嘱託（事務）  鳴滝 みどり（杉並区立桃井第一小学校より） 

 桃井第一小学校から異動してきました。学校の中に川が流れ

る自然豊かなすばらしい環境の学校で、一層良い学校生活を送

っていだだけるお手伝いをしていきたいと思っています。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

新規採用 

教諭  進藤 奈美 

はじめまして。この春大学を卒業し、教職一年目になります。

子どもたちとともにたくさんのことを学び、成長していきたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。 

 



 

 

 

  

 

１  金 離任式 Ｂ時程 聴力（１） 

２ 土  

３ 日 憲法記念日 

４ 月 みどりの日 

５ 火 こどもの日 

６  水 振替休日 

７ 木 全校遠足 

８ 金 安全指導 尿検査（腎臓）一次回収 

９ 土 引き取り訓練 

10 日  

11 月 委員会 

12 火 全校遠足予備日 

13  水 区特定課題調査（３～６） 

消防写生会（１・２） 

ぎょう虫卵検査回収（１～３） 

14 木 眼科検診（１～３） 田植え（５）SC 

15 金  

16 土 いおぎ丸バザー 

17 日  

18 月 クラブ 写生会予備日 

19 火 こころの劇場（６） 

内科検診（１・３） 

野鳥観察会事前授業（４） 

20  水 耳鼻科検診（全） ４時間授業 

21 木 集会  ＰＴＡ総会 

歯科検診（４～６）     B時程 

22 金 野鳥観察会（３・４） 

23 土  

24 日  

25 月 体力調査始            

26 火 内科検診（５・６）       SC 

27  水 体力調査終 心臓検診（１）４時間授業 

28 木 歯科検診（１～３） 

弓ヶ浜移動教室保護者説明会   SC 

29 金  

30 土  

31 日  

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 中野 眞美 

 

 休み時間けがをして保健室を来室した子の中に、悔

しそうに大泣きして友達に対して怒っている子がい

ました。手当てをしながら理由を聞くと、遊びのルー

ルがバラバラだったのです。これでは、楽しく遊ぶこ

とができません。一つ一つルールを確認し、お互いに

誤解もとけ、また遊びに向かって行きました。遊び、

スポーツ、交通安全など学校・家庭・社会の中にはき

まりがあり、一人一人がそのきまりを守ることによっ

てお互いが気持よく生活することができます。 

 井荻小にもきまりがあります。たとえば、①「５分

前行動をする。」②「話をきちんと聞く。」③「時間を

守って行動する。」などがあります。昼休み後、チャ

イムが鳴らなくてもさっと遊びを切り上げ、そうじ場

所に向う、授業開始の時間はもちろん、集会や朝会な

ども時間を守って集まり、相手の話をきちんと聞くな

ど、自らが心がけることで毎日が気持よく、楽しい学

校生活が送れると思います。実行していきましょう。 

 

野鳥観察会へのお誘い  

５月２２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出かけください。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。） 

 

引き取り訓練について 

 ５月９日（土）に引き取り訓練があります。荻窪中

学校での引き取り訓練の時刻が変更になりました。詳

しくは荻窪中発行のお知らせをご覧ください。 

児童名簿について 

 本日（４／３０）に電話番号の入った児童名簿を配

布しました。個人情報が含まれていますので、取り扱

いには十分注意してください。 

※ＳＣ…スクールカウンセラー在室日 


