
 

 

 

１ 木  16 金 保護者会（1,2,3 年,か） 午前授業 

身体計測（1年,か） 

２ 金  17 土  

３ 土  18 日  

４ 日  19 月 朝会 クラブ活動 聴力検査（3,5年） 

長縄週間始 

５ 月 春季休業日終 

 

20 火 交通安全教室（1年）  

眼科検診（4,5,6 年,か）  

６ 火 始業式 

入学式 

21 水 聴力検査（2年） 

７ 水 給食始(2～6年) 22 木 委員会紹介集会  

歯科検診（4,5,6 年,か） 

８ 木 身体計測(4,5,6年) 23 金 学年別方面別下校 5 時間授業  

聴力検査（1年） 

９ 金 身体計測(2,3 年) 避難訓練 24 土 土曜授業（11:20 下校） 学校公開 

10 土  

 

25 日  

11 日  26 月 色覚検査（2年希望者） 

12 月 朝会 １年給食始 視力検査(5,6年) 

委員会 

27 火 眼科検診（1,2,3 年） 

13 火 視力検査（3,4 年） 28 水  

14 水 １年生を迎える会 視力検査（2 年,か）    29 木 昭和の日 

15 木 保護者会（4,5,6 年） 午前授業  

視力検査(1年) 

30 金 離任式 ５時間授業   

長縄週間終                    

 

 

        
  

 令和３年度が始まりました。緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだまだ油断はできません。今年度も、

子供たちには、「３つの密を避けよう」「ソーシャルディスタンスを守ろう」「手洗いをしっかりしよう」等

を守るよう呼び掛けていきます。昨年度の子供たちも、マスク着用・手洗いの励行はもちろん、給食中は黙

食を心がける、寒い日も換気をするなど、よく頑張っていました。その効果もあり、一昨年度は１００名を

超えたインフルエンザ感染者が、昨年度は１人もいませんでした。今年度も、感染予防をしっかりとし、自

慢の校庭でよく体を動かして、元気いっぱいの済美の子を目指してほしいと思います。ご家庭におかれまし

ては、引き続き、毎朝の検温と健康観察カードへの記入をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

さて、４月の生活指導目標は、「学校のきまりを守ろう」で、指導の重点は、「元気に挨拶する」「進んで

仕事をする」「廊下を静かに歩く」の３点です。元気のよい挨拶で新年度のスタートを切り、そして今年度

も、感染予防対策をしっかりして、１年間元気に過ごしていきたいものです。今年度もご家庭でのご協力よ

ろしくお願いいたします。 

（前年度生活指導主任 中村 三絵）

生 活 指 導 部 よ り 

 



 

清らかに生き生きと成長する一年に 

校長 難波 誠二 

 

校門脇の花壇には入学・進級する子供たちを祝うかのようにかわいらしいチュ

ーリップが色とりどりの花を咲かせています。「せいびの森」の木々も暖かな日差

しに若葉が芽吹き、うっすらと黄緑色に染まり始めました。季節はまさに「清明」。

すべてのものが清らに生き生きと成長する希望に満ちた新年度のスタートです。 

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。本日、済美小学校は、新たに８

０名の新入生を迎え、児童数４１０名で令和３年度をスタートします。新１年生の

保護者の皆さまは、９年間の義務教育のスタートを切り、嬉しい反面、戸惑いや不

安もあるのではないでしょうか。また、進級した２年生以上の子供たちも、新たな

友達や先生と出会い、明日から始まる新学年の生活に期待を膨らませていること

でしょう。まだまだコロナ禍であり、感染症対策をしっかりとりながら教育活動を

工夫する 1 年になりますが、一人一人のお子様の確かな成長のために、教職員一

同、一致団結して教育活動の充実を図ってまいります。ご理解とご支援を賜ります

よう、どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、令和３年度の本校の教育活動につきまして、「済美小の大事な一人になろ

う」「みんなと生きる済美の子」の教育目標のとおり、子供たち一人一人を大切に

し、よりよい成長を目指して、以下の取組を進めてまいります。 
＜本校の教育目標＞ 

 

  

 

 

 

○かしこく 
   変化の激しいこれからの社会を生きるためには、基礎的・基本的な力を身に付けることはもちろんのこと、そ

の力をどう使うか、そして、どのように社会と関りよりよく生きるかが大切になります。この課題に応えるため、

各教科の学習で「主体的・対話的で深い学び」を進め、社会や生活で生きて働く力（知識・技能）、未知の状況に

も対応できる力（思考力・判断力・表現力等）、学んだことを人生や社会に生かそうとする力（学びに向かう力・

人間性等）をバランスよく育んでいきます。また、ＧＩＧＡスクール構想による一人一台の情報端末（タブレッ

トＰＣ）貸与が始まります。ＩＣＴ機器を普段使う学習用具と同等に考え、協働的な学習や個別最適な学習で効

果的に使用していきます。さらに、今年度本校は学習者用デジタル教科書実証事業に参加します。5・6年生が国

語のデジタル教科書と紙の教科書を１年間併用します。 

 ○心ゆたかに 
   コロナ禍ではありますが、工夫しながら異学年や近隣福祉施設との交流教育を各学年で進め、共生社会の一員

としての心を育てていきます。また、オリンピック・パラリンピック教育として、地域の方を講師としてお招き

し日本の伝統・文化を体験する授業を実施します。さらに、パラリンピックスポーツ「ボッチャ」を活用し障害

者理解を深め、校内ボッチャ大会など児童同士の交流も深めていきます。 

 ○たくましく 
日本学校体育研究連合会より指定を受け、足育推進校として、足元からの健康教育を進めます。また、運動の

日常化を図るため「縄跳び月間」や「持久走月間」等の取組を推進し、主体的に運動に取り組む児童を育成しま

す。 

 学校だより 

                               

 

 

…済美小学校の大事なひとりになろう… 

〒166-0013 杉並区堀ノ内 1-17-24  ℡ 03-3313-2364  FAX 03-3313-8634 

http://www.suginami-school.ed.jp/seibishou/ 

令和３年４月６日 

杉並区立済美小学校 

校 長 難波 誠二 

 

済美小の大事な一人になろう  

○かしこく ○心ゆたかに ○たくましく 

みんなと生きる済美の子 
 

http://www.suginami-school.ed.jp/


《主な年間行事予定》 

１学期 ２学期 ３学期 

[４月] 
 ６日(火)始業式・入学式 

７日(水)給食始、定期健康診断開始 

１２日(月)１年給食始 

１５日(木)保護者会 (４～６年) 

１６日(金)保護者会 (１～３年、かしのみ) 

２３日(金)学年別方面別下校 

２４日(土)土曜授業(学校公開) 

３０日(金)離任式 

 

 

 

 

 

 

 

[８月] 
３１日(火)パラリンピック観戦 

(６年登校日) 

 

[９月] 
１日(水) 始業式 

２日(木)パラリンピック観戦 

(５年、かしのみ) 

５日(日)パラリンピック観戦(４年) 

１０日(金)区演劇鑑賞(４年) 

１８日(土)土曜授業 

２８日(火)社会科見学(４年) 

３０日(木)移動教室前検診(５・６年) 

 

[１月] 
１１日(火)始業式 

１４日(金)～１８日(火) 

連合展覧会（かしのみ） 

１８日(火)～２５日(火)校内書き初め展 

２２日(土)土曜授業（学校公開） 

 

 

 

 

 

 

 

        

[５月] 
１１日(火)区学力調査(３～６年) 

２７日(木)国学力調査(６年) 

２９日(土)運動会 

３１日(月)振替休業日 

 

[１０月] 
 １日(金)都民の日 

４日(月)～６日(水) 

     富士移動教室(５・６年) 

１４日(木)遠足(１・２年) 

２３日(土)土曜授業（学校公開）・ 

道徳授業地区公開講座 

２６日(火)遠足(３・４年) 

２８日(木)連合運動会(かしのみ) 

 

[２月] 
１５日(火)新１年保護者会 

１９日(土)土曜授業（読書交流） 

２２日(火)持久走記録会 

２５日(金)遠足(かしのみ) 

 

 

 

 

 

 

[６月] 
 １日(火)献花式（３年） 

２日(水)引き渡し訓練 

７日(月)～１１日(金)個人面談開始

(１～６年) 

７日(月)～１１日（金）体力調査 

７日(月)移動教室前検診(かしのみ) 

９日(水)・１０日（木） 
     富士学園移動教室(かしのみ) 

１５日(火)水泳指導開始 

１８日(金)自転車安全教室（４年） 

１９日(土)土曜授業（学校公開）・ 

セーフティ教室 

２４日(木)音楽鑑賞教室(５年) 

２５日(金)自転車安全教室 (３年) 

２８日(月)いのちの教育講話 

３０日(水)定期健康診断開終 

[１１月] 
１８日(木)～２０日(土)展覧会 

２０日(土)土曜授業 

２２日(月)振替休業日 

２５日(木)就学時健診 

２６日(金)開校記念日 

 

[３月]  

１日(火)保護者会(１～３年) 

４日(金)６年生を送る会 

保護者会(４～６年、かしのみ) 

５日(土)土曜授業(交流活動) 

２４日(木)修了式 

２５日(金)卒業式 

 

 

 

 

 

 

 

[１２月]  
２日(木)保護者会(１～３年、かしのみ) 

３日(金)社会科見学(３年)  

６日(月)保護者会(４～６年) 

１１日(土)土曜授業(学校公開) 

２４日(金)終業式 

[７月] 
１日(木)保護者会 

(１～３年、かしのみ) 

 ２日(金)保護者会(４～６年)  

１６日(金)着衣水泳(３～６年) 

１７日(土)土曜授業・終業式・ 

水泳指導終 

☆行事日程は、変更する場合がありま

す。学校・学年だより、またはメール配

信等にて最新の日程を御確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※夏季水泳指導 

  ７月１９日(月)～２７日(火) 

※パワーアップ教室 

  ７月１４日(水)～１６日(金) 



 

◆令和３年度 教職員の異動 
  

<転 出>                    <転 入> 

主任養護 大西 絵美 （杉並区立高井戸第ニ小学校） 主任教諭 佐藤 友是 （三鷹市立北野小学校） 

教  諭 久保田広志 （板橋区立若木小学校）    主任養護 平田 美音 （杉並区立大宮小学校） 

教  諭 西田 佳恵 （品川区立清水台小学校）   教  諭 島田 紘子 （三鷹市立北野小学校） 

給食調理 西山貴美江 （退職・再任用 杉並区立松ノ木中学校）  教  諭 高江洌 和都（新規採用） 

給食調理 木村 佳江 （杉並区立井荻小学校）     給食調理 中村 淳子 （杉並区立桃井第三小学校） 

給食調理 林川 慎一 （退 職）          給食調理 吉岡 由美 （杉並区立神明中学校） 

給食調理 髙橋 なおみ（杉並区立杉並第一小学校）  給食調理 黒柳 裕一 （杉並区立井荻小学校） 

副校長支援員 松本 眞知子（杉並区立浜田山小学校）   給食調理 柴垣 美香子（杉並区立済美養護学校） 

 

 

◆令和３年度 教職員の構成 
 

校  長  難波 誠二   副 校 長  堂免 好仁 

 

１年１組  町田 春奈              音  楽   佐藤 彩香 

１年２組  清水 朝子（学年主任）        音  楽   高江洌 和都 

１年３組  金川 温哉              図  工   大出 あきみ（専科主任） 

                    算数少人数   井出 拓哉 

２年１組  片岡 瑞紀（学年主任）        養  護   平田 美音（保健主任） 

２年２組  板垣 裕明（生活指導主任）      育  休   宮下 歩  

                         

３年１組  島田 紘子（学年主任）        せいび教室  谷越 央  

３年２組  三苫 千恵              せいび教室  八耳 恵子 

                        せいび教室  豊田 祥 

４年１組  大橋 賀久子（教務主任）       せいび教室  富澤 文彦 

４年２組  宮川 美智子（学年主任）       特別支援教室専門員  岡田 早貴 

                         

５年１組  佐藤 友是（学年主任・特活主任）   少人数講師  東條 英理 

５年２組  鈴木 陽人              学習支援教員  浅野 美世 

                         理科支援員  大和 聡 

６年１組  村田 宏史（研究主任）        学 校 司 書  成田 珠恵 

６年２組  中村 三絵（学年主任・経営支援本部主任）   通常級支援員  平野 みゆき 

                          スクールカウンセラー  秋山 花 

 かしのみ学級 1組  菊地 倫太郎         スクールサポートスタッフ  東 千尋 

かしのみ学級 2組  佐藤 明美 

かしのみ学級 3組  渡部 すみ子         事務主事   石沢 友典 

かしのみ学級 4組  古林基子（学級主任）・久保美波   事務嘱託   千本木 則博 

                              栄 養 士  五十嵐 歩夢 

                         給 食 調 理  高山 和雄 

かしのみ学級図工講師  河本 倫子          給 食 調 理  斎藤 恭平 

かしのみ学級講師  上原 優子          給 食 調 理  中村 淳子 

かしのみ学級介助員  吉原 常安          給 食 調 理  吉岡 由美 

かしのみ学級介助員  芹澤 優子          給 食 調 理  黒柳 裕一 

かしのみ学級介助員  廣瀬 昌代          給 食 調 理  柴垣 美香子 
 

用務・施設管理（委託：協和産業）通学安全指導（委託：シルバー人材派遣センター）校門警備（委託：日本環境衛生株式会社） 


