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入学から３週間、ピッカピカの１年生も教室
や校庭で、楽しそうに学習しています。ずいぶ
ん小学生らしくなりました。入学式で私が１年

な学校であり続けるように校長として頑張
ることです。」と宣言しました。一つ一つの
課題を解決しながら、西田小に関わる全ての

生にお話した、に・し・たのやくそくをよく覚え
てくれていて、「にこにこ笑顔であいさつしよ
う」「しっかり周りを見て安全に歩こう」「た

人にとって平和が訪れますよう、ユネスコス
クールとしての教育活動を推進してまいり
ます。

のしく勉強や運動に取り組んでいろいろなこ
とにチャレンジしよう」を実践し、毎日楽しく
西田小に通ってくれることを願っています。

全学年の保護者会の前に、学校説明会を短
時間で行いました。本校の教育目標「気付
き・考え・行動する子 Think Globally Act
Locally な西田の子の育成」を達成するため
に、ユネスコスクールとしての取組を学校経
営の柱といたします。すでに３年間の取組の
積み重ねが子供たちの力となっており、それ

２０日に行いました今年度初めての学校公
開での子供たち、教職員、学校の雰囲気はいか
がでしたでしょうか。ぜひ、ご意見、ご感想を
お寄せいただければと思います。

をさらに伸ばしていくことが今年度の目指
明日から１０日間の長い連休に入り、５月１ すところとなります。
考えてみますと、このユネスコスクールの
日には、年号が「令和」に変わります。子供た
ちには、始業式と２２日の全校朝会で、その意 目指すものは、「地球の平和」を地球人として
味について話しました。令和には、「美しく心 多くの人と関わり合いながら実現すること
を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意 です。そのために常に世界の状況を意識しつ
味が込められていて、「平和で穏やかな時代に つ、自分の身近な事象をよく観察し、身近に
なってほしい」という願いが込められていま 起こっている問題に目を向け、自分にできる
す。そこで、
「皆さんの学級は、平和ですか？」 ことを考え、行動を起こす。そういうことが
と子供たちに問いました。子供たちは、きょと できる子供たちを育むことが、ユネスコスク
ール NISHITA としての目標です。西田小で
んとしていましたが、子供たちの思い描く「平
和」とは、どのようなイメージなのでしょうか。 身に付けた力を、広く世界に活用できる一人
私は、クラスが楽しいこと、先生や友達が優し の自立した大人になってくれることを思い
いこと、居心地がいいこと、様々なことに思い 描き、本校の教員は、日々の指導や授業に熱
切りチャレンジできること、仲良しの友達がた 心に取り組んでいます。
令和という新しい時代を迎えるに当たり、
くさんいること等々、子供たちが平和の尊さを
感じられるクラスであってほしいと思います。 「平和」というキーワードをいつも胸に秘め、
そして、「私の今年の目標は、西田小が、平和 過ごしてまいります。

ありがとう！ 転出教職員より
8 年間お世話になりました。広い校庭、教室や屋上、体育館。西田小の子供たちとの様々な思い出があふれま
す。四季折々の自然豊かな西田小学校での資源の活用、タブレットパソコンを使った学習など、恵まれた環境で
学ぶ子供たちの姿が懐かしいです。西田小の子供たちのように、地球規模で考え、足元から行動できる子供たち
をこれからも育てていきたいと思います。
(古谷野 弘美)
西田小学校では、７年間お世話になりました。西田小の子供たちは、何事にも前向きに一生懸命に取り組む子
供たちで、私も思い切りみなさんと向き合うことができました。保護者の方々、地域の方々にも、たくさん支え
ていただきました。ありがとうございました。
（増本 敦子）
３年間ありがとうございました。西田小で過ごした日々は忘れません。委員会活動やクラブ活動、縦割り班活
動などでみんなと学習したこと、おいしかった給食、たくさん遊んだ校庭・バスケットコート・体育館、みんな
と挨拶を交わした昇降口や廊下、どれも大切な思い出です。
（丹野 洋次郎）
１年間という短い間でしたが、大変お世話になりました。専科として、担任として、西田小のたくさんの子供
たちと関われたことが本当に嬉しかったです。子供たちのこれからの成長を願っています。保護者の方々にもた
くさん支えていただき、本当にありがとうございました。
（大津 結奈）
西田小学校では 4 年間過ごさせていただきました。広い校庭と、都内区部とは思えない緑豊かな環境に驚くと
ともに、
「ここで学ぶ子供たちは幸せだな」と感じたことを、つい昨日のことのように思い出します。多くの場面
で保護者の皆さまのご理解と、何よりも子供たちの笑顔に助けられました。本当に楽しい 4 年間でした。ありが
とうございました。
（瀬戸口泰博）
西田小学校で過ごした日々は長いようで短く、あっという間の１年間でした。一緒に勉強したり、遊んだり、
とっても楽しかったです。たくさん笑って過ごせる日も、悩んでしまう日も含めて充実した毎日となりますよう
に。そしてたくさんの友達と仲良くできますように。遠くからみなさんを応援しています。１年間ありがとうご
ざいました。
（天内 稚奈）
西田小学校では、7 年間とても楽しく過ごすことができました。元気いっぱいのキラキラした笑顔で話しかけ
てきてくれる子供たちとの毎日は、私にとってかけがえのない宝物の一つになりました。その笑顔をこれからも
大切にしていってほしいと思います。保護者、地域の皆様にも大変お世話になりました。感謝の気持ちでいっぱ
いです。ありがとうございました。
（山田 智美）
２年間という短い時間ですが、西田小学校で過ごした日々はとても楽しかったです。毎朝、元気よく挨拶をし
てくれる皆さんの笑顔に、私も元気をもらい日々を過ごすことができました。これからも友達と仲良く楽しく過
ごしてください。皆さんの成長を心から応援しています。
（小高 圭太）
新人育成担当として、３年間もお世話になりました。これからは、学校という「現場」を離れて過ごすので、
子供の声が聞こえない寂しさは大きいです。それでも、西田小学校を応援する気持ちは忘れません。皆さんが、
心も体も元気に活躍することを祈っています。私も負けずに、まだまだ「成長」しますよ。
(渡辺 光一)
長いようで短かった４年間、お世話になりました。西田小学校の子供たちの大きな声の挨拶「こんにちは」
「ありがとうございます」の一声一声からパワーをもらっていました。ありがとうございました。(増田 まゆみ)
「いつも、お掃除ありがとうございます。
」と声をかけられたのが、懐かしく思い出されます。西田小の元気で
明るい子供たちの中で、仕事ができて楽しく過ごせました。３年という短い間でしたが、本当にありがとうござ
いました。
(佐野 友拓)
緑の豊かな校庭で、元気に遊び明るく挨拶をしてくれた子供たちの姿がとても印象に残っています。２年間と
短い期間でしたが、西田小学校で無事に勤務できたのは、皆様のおかげと感謝しております。本当にありがとう
ございました。
(青木 弘美)
チャボに「おはよう！」と大きな鳴き声で迎えられ、元気な子供たちに「よろしくお願いします。
」と声をかけ
られ、楽しく仕事をすることができました。３年間でしたが、西田小学校の皆様ありがとうございました。

(高山 イト子)

ようこそ西田小へ 転入教職員より
区内の天沼小学校から参りました。2 年 3 組担任の折笠悦子です。広い校庭に木や花がたくさんあり、鳥のさえず
りも聞こえてきて、素敵な学校だなと思いました。生き生きとしてやる気に満ちあふれている子供たちと過ごす日々が
とても楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。
（折笠 悦子/主任教諭）
５年２組担任の衣笠まき子です。八王子市立元八王子小学校から参りました。明るく、元気いっぱいの子供たちに出
会うことができてとても嬉しいです。子供たちと共に楽しく笑顔で過ごせるように努めてまいります。どうぞよろしく
お願いいたします。
（衣笠 まき子／主任教諭）
この度、縁あって西田小の 3 年 4 組の担任となりました川崎秀行です。誰にでも挨拶のできる子が多い西田小に早く
慣れて、子供たちのために努めます。どうぞよろしくお願いいたします。
（川崎 秀行／主任教諭）
６年２組担任の金藍生です。国分寺市立第六小学校から参りました。生まれ育った杉並区に戻ってくることができて、
嬉しいです。優しく元気な西田小の子供たちのために精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
（金 藍生／教諭）
3 年 1 組担任の井下知紀です。福生市立福生第二小学校より参りました。すすんで気持ちの良い挨拶ができる子供
たちと過ごせて嬉しく思っております。子供たちの「分かった！できた！楽しい！」を大切にしていきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
（井下 知紀／教諭）
２年４組の担任の大岡千嘉子です。元気な挨拶ができる子供たちと過ごせる毎日を、とても嬉しく思っています。遊
びも学びも一生懸命な姿が素敵です。子供たちと一緒に成長していきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
（大岡千嘉子／教諭）
この度、３，４年生の算数少人数クラスを担当することになりました、田切 有善です。元気いっぱいで笑顔が素敵
な子供たちと過ごせることをうれしく思っています。子供たちと楽しく学べるよう、努めてまいります。どうぞよろし
くお願いいたします。
（田切 有善／教諭）
今年度、４～６年生の音楽を担当します。元気いっぱいの子供たちと過ごせることを、とても嬉しく思っています。
子供たちの心に響く音楽を目指して精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。 （坂本 イツ子／教諭）
はじめまして、４月から事務室で勤務している東佐恵子です。中野区立桃園小学校から着任しました。皆さんが楽し
い学校生活を送れるようサポートしていきます。よろしくお願いいたします。
（東佐恵子／都事務職員）
おとなりの荻窪小学校から参りました鈴木良子です。至らない点もあると思いますが、早く学校に慣れてお役にたて
るよう努めて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
（鈴木 良子／事務嘱託員）
５年４組の理科と、６年１組の家庭科を担当します。緑に囲まれ自然豊が沢山ある西田小学校がとても好きになりま
した。どうぞよろしくお願いします。
(大丸 光子／講師)

１３日（月）全校朝会

運動会係活動（５，６年）

１４日（火）運動会全校練習
１５日（水）Ｂ４時程
１日（水）即位の日

１７日（金）聴力検査（１年）

２日（木）国民の休日
３日（金）憲法記念日

２０日（月）全校朝会

４日（土）みどりの日

２１日（火）体育朝会（運動会全校練習）

６日（日）振替休日

２２日（水）Ｂ５時程
委員会

１年５校時授業始

２４日（金）運動会前日準備
（１～４年:A4 時程

聴力検査（５年）
８日（水）B5 時程

運動会係活動（５，６年）

心臓健診（１年）

５日（日）こどもの日

７日（火）児童集会

歯科検診(３，４)

１６日（木）体育朝会（運動会全校練習）

区特定課題調査（３～６年）

５・６年:A5 時程）

２５日（土）運動会（雨天時は休業日）
２６日（日）運動会予備日①（雨天時は A5 月曜授業）

聴力検査（２年）
９日（木）たてわり顔合わせ集会(１校時)

２７日（月）振替休業日

聴力検査（３年）
１０日（金）内科検診（３，４年）
１１日（土）土曜授業 B3 時程

横断訓練（１年）

引き渡し訓練(３校時)

２８日（火）運動会予備日②
２９日（水）B5 時程
３０日（木）委員会紹介集会

◎1 学期の生活目標「仲良く遊ぼう」 ◎５月の生活目標「友達をたくさんつくろう」
生活指導主幹 石上 幸
風薫る五月となりました。子供たちも、新しい環境に慣れ、毎日元気に学校生活を送っています。外で
遊ぶのにもよい気候となり、子供たちが気持ち良さそうに校庭で遊ぶ姿が見られます。
今月の生活目標は、
「友達をたくさんつくろう」です。子供たちは、小さなきっかけで、どんどん友達
をつくっていきます。勇気を出して自分から声をかけ、友達を増やしていってほしいと思います。
登下校の際に、子供たちの安全を見守りながら、温かく声をかけてくださる地域の方・保護者の方がた
くさんいらっしゃいます。このように大切にされている子供たちに交通ルールとマナーをしっかり守ら
せ、感謝の気持ちをもつように指導していきます。ぜひ、ご家庭でも安全な登下校について、今一度お子
さんとお話していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

NISHITA NEWS
西 田 ニ ュ ー ス

◆新たな教職員のご紹介

◆第 1 回学校運営協議会開催のお知らせ
本年度第 1 回の学校運営協議会を下記のように開催しま
す。傍聴を希望される保護者の方はお知らせください。

教諭が決まりましたのでご報告します。

・日時：5 月 20 日 17 時～18 時 30 分
・内容：会長挨拶、校長挨拶、運営方針、年間活動計画

・田切有善（たぎりありさ）教諭

◆5 年生有志が大田黒公園で箏の演奏をしました

4 月より不在でありました算数少人数を担当する

3 年から 6 年までの算数少人数を担当します。

◆教育実習生が入ります
5 月 20 日（月）から 6 月 14 日（金）までに

西田小学校では増渕喜子先生（日本興しの会理事）に
ご指導いただきながら、毎年 4 年生が箏に触れる体験学
習を行っています。先日 4 月 21 日には、大田黒公園で

4 年 1 組 森学級に実習生が入ります。よろしくお願

行われた箏の演奏会に 13 名の 5 年生の有志が参加しま

いいたします。

した。立派に演奏し観客する方に喜ばれました。

