
 

 

  

 

 

教育目標  あたたかな心をもつ  すすんで学ぶ  さいごまでやりぬく  つよいからだをつくる 

 

            入学・進級おめでとうございます 

校長 渋井 和子 

桜の花が咲き誇り、春爛漫の季節となりました。お子さまのご入学、ご進級おめでとうございます。 

今年度は、通常の学級１２学級、かしわ学級５学級、ポプラ学級３学級の計２０学級で、スタートしました。 

６１名の新１年生を迎え、全校児童４０９名の児童を教職員総勢６０名で指導にあたります。今年度も、「笑顔

かがやく練三の子」「みんなで育てる練三の子」を目指して、教育活動を展開してまいります。本校の教育活

動に対するご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

笑顔かがやく練三の子 みんなで育てる練三の子 

No.487     練馬区立練馬第三小学校 

平成 28年 4月 6日発行   校長 渋井 和子 

4 月号           練馬区貫井 1-36-15 

TEL：3970-5641 
練三だより 

～４月の行事予定～ 

６日（水) 始業式・入学式 

７日（木）給食開始・安全指導・登校指導・ 

５時間授業 C 時程 

８日（金）登校指導 

１１日（月）クラブ かしわ発育測定 避難訓練 

１２日（火）１～６年発育測定 高学年保護者会 

      軽井沢移動教室説明会 教育相談日 

１３日（水）眼科検診 ５時間授業 C 時程  

１年生を迎える会 

１４日（木）１年生給食開始 中学年保護者会 

１５日（金）低学年・かしわ学級保護者会  

教育相談日 

１８日（月）１・２年蟯虫検査 

２・６年かしわ耳鼻科検診 

委員会 

１９日（火）６年全国学力・学習状況調査 

       全学年尿検査 ３・５年耳鼻科検診 

             離任式 

２０日（水）４時間授業 B 時程 地域家庭訪問① 

      航空写真 

２１日（木）１・４年耳鼻科検診 ５時間授業 C 時程 

      地域家庭訪問② 

２２日（金）５時間授業 C 時程 地域家庭訪問③ 

２５日（月）クラブ 

２６日（火）５時間授業 C 時程 地域家庭訪問④ 

      交通安全教室 

２７日（水）蟯虫検査予備日 ５時間授業 C 時程 

      地域・家庭訪問⑤ 航空写真予備日 

２８日（木）３・５年遠足 尿検査予備日 

      １・４・６年内科検診 

２９日（金）昭和の日 

５月２日（月）２・４年遠足 

※B 時程の下校時刻 １３時２０分 C 時程の下校時刻 １４時１５分 

平成２８年度の学校経営方針の柱 

【教育目標】◎重点目標 

○あたたかな心をもつ ◎すすんで学ぶ ○さいごまでやりぬく ○つよいからだをつくる 

【目指す学校】 

①子供の笑顔かがやく学校 

②教職員が協働する学校 

③家庭・地域との「共育」活動を推進し、家庭・地域から信頼される学校 

 

学校だより、ホームページ、学級だより、研究紀要などにおける写真掲載について 

教育活動の様子をお伝えする際に写真を掲載することがあります。子供たちの顔や個人が特定されないように、遠景の

写真やモザイク加工した写真を使用したいと考えております。また、個人が特定される写真を使用する際には、事前に写

真掲載の許諾をいただいていから使用させていただきます。ご理解いただけますようお願いいたします。もし、不都合があ

る場合は担任までお知らせください。 

【教育活動の合言葉】 

チャンス・チャレンジ・チェンジ       ※具体的な教育活動については、保護者会時にご説明します。 



 平成２８年度 学校組織と校務分掌       H２８．４．１ 

教職員の異動 
【退職】 

中澤 功 事務主任      

神谷 美喜子 再雇用職員    

山崎 恵美 栄養士      

【転出】 

田尻 美千代 主幹教諭  大泉東小学校（副校長昇任）へ   

小島 亜紀子 主任教諭   清瀬市立清瀬第七小学校へ 

髙津 直樹 教諭     西東京市立東小学校へ        

犬飼 美穂 教諭       板橋区立舟渡小学校へ 

【転入】 

小澤 絵美子 主任教諭  豊島区立目白小学校から    

堀 直志 主任教諭    府中市立府中第九小学校から    

青柳 英伸 主任教諭   西東京市立谷戸小学校から   

今津 さつき 教諭     清瀬市立清瀬小学校から 

増井 幸治 教諭        新規採用            

佐野 佳代 育休代替教員       

小林 由香里 講師    

中西 ちぐさ 講師 

吉野 陽子 講師  

加藤 東枝 講師（体育軽減） 

石井 順子 学力向上支援講師 大泉小から 

髙橋 廣子 心のふれあい相談員（新規） 

荒井 順子 かしわ支援員（新規）   

大貫 昭 かしわ支援員 光八小から  

鎌谷 尚子 生活支援員 

高澤 陽子 事務主任 大泉第三小学校から   

齋藤 徹 事務補助員 新規  

工藤 歩 栄養補助員 新規 

水戸 信之 施設管理員（シルバー人材センター） 

【配偶者同行休業】 

棚木 和恵 教諭 

【育児休業】 

荻野 大輔 教諭 

【任期満了】 

佐藤 俊子 非常勤教員   

川上 惠美子 講師   

赤木 玲子 学力向上支援講師   

若松 美由紀 心のふれあい相談員 

熊谷 千波 生活支援員      

相澤 知里 かしわ支援員  

伊藤 友珠 かしわ支援員   

飯田 秀幸 臨時支援員     

増田 薫 臨時事務補助員 

臺 義英 施設管理員（シルバー人材センター） 

 

 

 

 



平成２８年度教職員一覧                        

校長 渋井 和子   副校長 宮林 伸之          学年・専科主任 氏名に下線 

 

 

 

 
               

★あっという間の３年間でした。子供たちの笑顔、保護者、地域の皆様の温かいご支援に励まされました。す

べての皆様と子供たちに感謝申し上げます。今後も練馬第三小学校の発展を心からお祈り申し上げます。                

元主幹教諭 田尻 美千代 

★３０周年の年に着任してから、あっという間の１０年間でした。私は、練三小の子供たちの「素直で温かい

心」や「何事にも前向きに取り組む気持ち」が大好きでした。保護者の皆様には、様々な面でご理解、ご協

力いただきましたこと、心より感謝申し上げます。また、いつの日かお会いできることを楽しみにしていま

す。ありがとうございました。                  元２年担任 小島 亜紀子 

★元気いっぱいの子供たちと楽しく過ごせた５年間、あっという間でした。子供たちにも、温かく見守って下

さった保護者の皆様にも本当に感謝しています。練三小で学んだことを次の学校でも生かして頑張っていき

ます。ありがとうございました。                  元３年担任  犬飼 美穂 

★練三小に着任してから９年経ちました。かしわ学級のみんなの笑顔がいつも力をくれました。９年間ありが

とうございました。                       元かしわ学級担任 髙津 直樹 

★練三小に転勤してきて８年間経ちました。練三小で退職した後も講師としてずっと同じ学校で勤めていられ

たのは幸せでした。子供たちの明るい挨拶の声が大好きです。また、練三小に来たら声をかけてください。                                   

元講師 川上 惠美子 

★練三小の三年間で家庭科・算数・国語・図書など色々な教科で複数の学年に関わらせていただきました。子

供たちが素直で明るく、一緒に勉強できて楽しい思い出となりました。また家庭科では、保護者の皆様にた

くさんご協力いただきました。ありがとうございました。          元講師 佐藤 俊子 

 

職・担当 氏 名 職・担当 氏 名 職・担当 氏 名 職・担当 氏 名 

主幹・ポプラ 荒井  淑子 図   工 岡野  彰夫 かしわ講師 村井  美子 用   務 阿部  一勝 

１年 １組 住川  朋子 養   護 生垣  民和 かしわ講師 アダムス朋子 用   務 松本  敏雄 

１年 ２組 今津 さつき か し わ 杉山  卓郎 学校生活支援員 未定 用   務 清水  規子 

２年 １組 渡邉  佳恵 か し わ 増井  幸治 学校生活支援員 鎌谷  尚子 用務業務協力員 後藤  慶介 

２年 ２組 佐野  佳代 か し わ 鈴木  博子 かしわ支援員 工藤 美代子 学童養護 小森  重雄 

３年 １組 坪田  洋子 か し わ 髙橋早野花 かしわ支援員 大貫   昭 学童養護 吉田  邦之 

３年 ２組 小泉  克洋 か し わ 山村   歩 かしわ支援員 荒井  順子 学童養護 菊地  和儀 

４年 １組 森田  祐一 か し わ 堀   直志 学力向上講師 石井  順子 学童養護 梶山  勝利 

４年 ２組 小澤 絵美子 ポ プ ラ 水野  和恵 カウンセラー 上村  尚子 学童養護 槇島富士夫 

５年 １組 青柳  英伸 ポ プ ラ 杉原  好美 ふれあい相談員 髙橋  廣子 学童養護 國枝  郁子 

５年 ２組 木口  浩美 ポ プ ラ 松岡  美智 ALT タシーン ブランチ 施設管理 三條  光弘 

６年 １組 鴨志田祥子 講   師 川邨  真心 外国語指導員 望月    薫 施設管理 赤羽  黎明 

６年 ２組 熊谷  康治 講   師 小林 由香里 事   務 高澤  陽子 施設管理 加藤  昭定 

算数少人数 本多  史子 講   師 中西 ちぐさ 事務補助員 齋藤   徹 施設管理 水戸  信之 

音   楽 大川 眞由美 講   師 吉野  陽子 栄養補助員 工藤   歩 講  師 加藤  東枝 



★あっという間の５年半でした。みんなの笑顔が元気の源でした。毎日が楽しく過ごせたのは練三小の

みなさんのおかげです。これからも前を向いて頑張ってください。ありがとうございました。 

  元かしわ支援員 相澤 知里 

★一年間という短い間でしたが、大変お世話になりました。練三小の元気な子供たちの顔が見られるの

が毎日楽しみでした。これからのみなさんの活躍を願っています。ありがとうございました。 

元かしわ支援員 伊藤 友珠 

★２０１１年に着任以来、子供たちに教えられ感動し、そして感激のあっという間の五年間でした。練

馬第三小学校は、私の最後の職場となりましたが、今までにない貴重な経験をさせていただきました。

本校の更なる躍進を遠くから祈っています。                元事務員 中澤 功 

★中村が地元のため、馴染みのある練三小に勤務が決まり、大変楽しみだったことを思い出します。元

気な子供たちの歓声を聞き、校庭の木々で季節の移り変わりを感じ、過ごさせていただきました。あ

りがとうございました。                       元事務員 神谷 美喜子 

★私は練三小で楽しく事務仕事をすることができました。事務室に用事がある子供たちや廊下ですれ違う子供

たちは皆元気に挨拶を返してくれて、私も元気をもらいました。半年間の短い間でしたがありがとうござい

ました。                             元事務補助員  増田 薫 

★短い間でしたが、ありがとうございました。給食時間で教室をまわると、元気いっぱいの子供たちがたくさ

ん話しかけてくれました。元気で人なつっこい練三の子供たちが大好きでした。これからも、充実した学校

生活となりますよう応援しています。                  元栄養士 山崎 恵美 

 

 

 

 

★豊島区立目白小学校から異動して参りました。子供たちと一緒に楽しい学校生活を創り上げていきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。               ４年担任 小澤 絵美子 

★初めまして。府中市立府中第九小学校から参りました。「ほり ただし」です。子供達と共に、勉強にス   

ポーツに元気いっぱい取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

かしわ学級担任 堀 直志 

★西東京市立谷戸小学校から参りました。練三小の子供たちと学校生活を送れるのを楽しみにしています。子

供たちのために、教員、保護者の方々と連携しながら仕事をしていきます。よろしくお願いいたします。 

                                      ５年担任 青柳 英伸 

★清瀬市立清瀬小学校より異動してきました。練馬第三小学校での新たな出会いにわくわくしています。子供

たちが楽しい学校生活を送ることができるよう努めてまいります。よろしくお願いいたします。 

１年担任 今津さつき 

★練馬第三小学校の皆さん、初めまして。今年度から、かしわ学級の担任になりました。子供達が成長してい

く上で少しでも力になれるよう、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。 

かしわ学級担任 増井 幸治 

★初めまして。はるか昔、高校三年間通った中村橋。とても懐かしく、この地にご縁があるのかなと感慨もひ

としおです。皆さんと仲良くなり、楽しくお勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。                                    

講師 小林 由香里 

★大泉第三小学校から参りました高澤です。練三小に早く慣れ、子供たちや職員の皆さんの教育活動を支える

事務室となるべく、頑張っていきます。よろしくお願いします。        事務員 高澤 陽子 

★学校事務補助員の斉藤です。皆さんが、健康で明るい学校生活が送れるようお手伝いをさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いします。                   事務補助員 斉藤 徹 

★今年度、大泉小学校より参りました石井順子です。大泉小も駅近でしたが、練三小はもっと駅近なので  び

っくりです。低学年、高学年の皆さんと算数の学習をします。練三小の皆さんと会うのがとても楽しみです。

よろしくお願いします。                        学力向上講師 石井 順子 



★心のふれあい相談員として本校に配属されました。何も分からないですが早く学校に慣れているみんなとた

くさんお話し、楽しく過ごしたいと思います。体を動かすことが得意です。笑顔で対応！よろしくお願いし

ます。                             ふれあい相談員 高橋 廣子 

★栄養士の工藤歩です。安心安全で美味しい食事を提供し、みんなが笑顔になれるような給食にしたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。                   栄養補助員 工藤 歩 

生活指導部の窓  ４月の生活目標「きまりを守って、学校生活をおくろう」 

今年度のこの欄では、ご家庭でお子様にお話しいただきたいことを中心にお伝えする予定です。 

 

○登校時間を守ろう 

  登校時間（教室に入る時間）は８：１５～８：２５です。８：０５に昇降口のドアが開き、８：１

５まで廊下で並んで待ち、８：１５になったら教室に入ります。８：１５～８：２５の間に教室に入

ります。早すぎず遅すぎないよう、ご家庭から学校までの所要時間を考えて家を出発できるようお願

いします。 

○安全に気を付けて歩こう 

  うっかり道路の真ん中を歩いたりおしゃべりに夢中になったりして、車に接触しそうになることが

あるかもしれません。ガードレールや白線の内側を車に気を付けて歩く、傘や手提げはきちんと持っ

て歩く、登下校には必ず校帽をかぶるなどのことをご家庭でもよくお話しください。 

                              生活指導部 荒井淑子 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

学校から家庭への連絡方法について 

学校から家庭に連絡をする場合、①学級連絡網、②学校連絡メールの２種類の方法で連絡します。

そこで、新１年生の保護者の皆様と学校連絡メールに未登録の方につきましては、登録をしていただ

きたいと考えております。学校としては、連絡内容や緊急性、確実性などを考慮して、連絡方法を決

定していきますが、今後も学校連絡メールで連絡する機会が増える可能性が大きいと思われますので、

この機会に登録をしていただけますようお願いします。 

学校連絡メール未登録の方につきましては、学校から連絡方法の確認（個別に学校から電話を希望

する、どなたかから聞いていただく等）をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

～お知らせ～ 

かしわ学級２組担任 高橋早野花 主任教諭が、１０月より産休に入らせていただきます。そのため、

体育の授業は、加藤東枝 体育軽減講師が指導にあたります。保護者の皆様にはご理解の程よろしくお

願いいたします。 


