
新たな一歩を
校長 西山 守

４ 月の行事予定

桜が美しく舞う中、平成２７年度がスター

トしました。

お子様のご入学・ご進級おめでとうござい

ます。心よりお慶び申し上げます。

石 神 井 に き れ い な 桜 い つ ま で も

昨年度、開校１４０周年記念行事を終え、

さらなる歴史を刻む第一歩となる本年度で

す。保護者・地域の皆様から、今まで以上に

愛され信頼される学校となれるように、職員

一同、力を注いで参ります。何卒よろしくお

願い申し上げます。

「和」と「活力」にあふれる学校
私の目指す学校像です。

ここでいう とは、「 」和

○互いに尊重し合い思いやること

○共に楽しく明るい生活を過ごすために

協調すること

○自然との調和を図ること

などを指しています。

また とは、「 」活力

○意欲的に活動すること

○個性や創造性を発揮すること

○互いに学び合い磨き合うこと

などを指しています。

この理想像に近づくために、今年度、重点

となる取組は以下の二つです。

、 、 、◆昨年度 校内研究で 体育科を窓口として

子どもたちに、友達とよい関係をつくり伝え

合い学び合う態度を育て、意欲的に活動でき

るようにするための指導法を工夫してまいり

ました。今年度は、練馬区教育課題研究校の

、 、 。指定を受け さらに 研究を深めていきます

◆東京都の「オリンピック・パラリンピック

教育推進校」として、２年目を迎えます。高

学年でのオリンピックについての学習や日常

的に運動に親しむ意欲を高めるための工夫など

を継続・発展していきます。

ご理解ご支援のほどお願いいたします。

登下校

油断しないで

安全に

練馬区立
石神井小学校
学校だより
平成25年12月号号平成２７年度４月

年慣らし給食6 20日(月)始業式 入学式 日(月)クラブ活動 1
視力検査（３年）7 日(火)午前授業 避難訓練（給食なし）

日(水)発育測定 給食始 日(火)全国学力調査( 年)8 21 6
視力検査（２年）9 1日(木)安全指導 年給食始

日(金)保護者会（４年） 日(水)心臓検診（１年）10 22
地域訪問（ 日まで） 日(木)歯科検診（３・６年）17 23
委員会活動 きこえとことばの教室保護者会 （１・２年）13 24日(月） 日(金)遠足( 年)4 消防写生会

区議会議員選挙投票日14 26日(火）保護者会（５・６年） 日（日）
（ ）交通安全教室 １年 視力検査 ５年（ ） （ ） 27 日(月)クラブ活動 視力検査 １年

日(水)１年生を迎える会 日(火)遠足（３年）15 28
日(木)保護者会 １・２年 日(水)昭和の日16 29（ ）歯科検診２・５年（ ）
日(金)保護者会 ） 日(木)ＰＴＡ運営委員会17 30（３年） 視力検査（ 年4



平成２７年４月６日現在

【お知らせ】　３年３組は担任が二人ですが、これは都の「学級経営研修」制度が今回、適用されたことによるものです。
　　　　　　　　教職経験のない新規採用者を育成支援する制度です。新規採用者の能力が劣っている訳ではありません。
　　　　　　　　授業や学級経営は二人であたります。濱野教諭は、新規採用の鈴木教諭への助言なども行います。

１年１組

２年１組 ○林　　洋美 ２年２組

大仲　蓮奈

三河　広記○杉山　郁子

○田中 千鶴子 ３年１組 ○堀　　倫子

難聴学級

言語障害学級　柿原　千佳

相馬　友紀

　伊勢　紗希子○永瀬　晃子

４年１組

６年１組

　都梅 千鶴子

６年２組 ６年３組

５年２組

４年２組 唐澤　志織

　 水盛　一樹

事務（都） 入山　文俊
区学校事務
補助員

朝日　美恵子

音楽

鈴木  香織
濱野　高秋

５年１組

○萩原　　禎　

３年２組

算数少人数

○礒部 　透

学校栄養
補助員

安井なでしこ 難聴学級講師

　 石田　裕章

松尾　美千代

理科

心のふれあい
相談員

体育講師

〈主幹教諭〉

   檜　　公子

〈副校長〉

（主任養護教諭）

荒木　信人
加藤　東枝

新田　加奈

大橋　陽平

石垣　　仁塩田　英俊

  三枝　万里子

西山　　守

４年３組

５年３組

○伊澤　浩仁

塩田　英俊

学校生活支援員 長濱　みどり

産・育休養護 村岡　千草

松田　容子

　関口 由美子

３年３組

１年２組

　山口　淑惠
　石川あゆち
　中村　玲子

講師

　 柳下　美穂

臨時学校事務

林　みなみ

学童擁護

合田　　誠

調理主事 施設管理
  天城　益己
  下村　達也
　村上　正夫
　加藤　広司
　湯浅ひで子
　秋山　初美

  松見  公二
  重枝　克昌
　金島　　剛
　大竹　敏正

１年３組

２年３組

○嵩原佐知子

本橋ひろこ

  玉川　直至
  篠原　嗣郎
  芦原　 勇
  魵沢　定代

図工

種村　拓也

用務主事

村岡　千草

【転出】

〈校　長〉

〈主任教諭〉

佐々木　祐介

スクール
カウンセラー

林　貴美子

用務主事 用務主事

主任教諭　　　　　　 井上　イツ
　　　　　　　　　　　　 　  （練馬区立早宮小学校 非常勤教員へ）
主任教諭　　　　　 　田中　千鶴子  （本校再任用フルタイムへ）
教諭(育代)　　　　 　原田　三好
教諭(産代） 　　　　　田口　　勇
外国語活動指導員　 三浦　楠緒子
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （練馬区外国語活動アドバイザーへ）
臨時学校栄養補助員 渡瀬　貴美香
　　　　　　　　　　　　　　(練馬区立橋戸小学校学校栄養補助員へ)
給食主事　　　　　　 秋山　初美　  （本校再任用短期へ）

副校長　　　　  佐々木  祐介 （練馬区立大泉学園緑小学校より）
主幹教諭　　   塩田　英俊　  （練馬区立関町小学校より昇任）
主任教諭　　   三河　広記　　(東久留米市立神宝小学校より昇任）
　　〃　   　      堀　　倫子　　 (西東京市立碧山小学校より昇任）
　　〃　       　 田中　千鶴子  (再任用フル)　（本校主任教諭より）
新人育成教員 濱野　高秋    （再任用短期）
　　　　　　　　　                   （練馬区立大泉第四小学校より）
教諭 (育代）    本橋　ひろこ  （練馬区立上石神井北小学校より）
学校事務補助員　朝日　美恵子（練馬区立練馬第三小学校より）
給食主事　　    村上　正夫   (練馬区立練馬第三小学校より)
   　〃 　 　　　　加藤　広司   （練馬区立向山小学校より）
     〃             湯浅  ひで子  （再任用短期）
                                        (練馬区立南が丘小学校より)
     〃            秋山　初美     （再任用短期）
                                       （本校再任用フルより）
用務主事　　　  荒木　信人    （練馬区立練馬第二小学校より）
    〃              合田  　誠      （再任用短期）
                                       （練馬区立富士見台小学校より）

教 　 諭　 　 　　鈴木　香織     （新規採用）

【退任】

副校長　　　　福山　広伸　（練馬区立石神井台小学校へ）
主幹教諭　 　根本　裕美　（練馬区立光和小学校　指導教諭へ）
教　　 諭　 　 小林　健一郎 （杉並区立四宮小学校へ）
　　〃　　 　　 吉田　康予　（西東京市立向台小学校へ）
非常勤教員  柏井　良友   （練馬区立光和小学校へ）
学力向上支援講師　水沼　志奈子 (練馬区立大泉東小学校へ)
学校事務補助員　飯田　圭子（練馬区立光が丘春の風小学校へ）
給食主事　　 髙橋　あつ子（練馬区立北町西小学校へ）
    〃　　　　　本橋　光廣　（練馬区立石神井西小学校へ）
用務主事　　 澤枝 　稔　　（練馬区立旭丘中学校へ）

　　田中 千鶴子   三枝　万里子　　檜 公子　　伊澤 浩仁　　相馬 友紀　　都梅 千鶴子　　水盛　 一樹
　　礒部　透　　萩原 禎　　三河　広記　　嵩原 佐知子　　堀　倫子　　関口　 由美子　　永瀬 　晃子

渋谷　　涼

【転入・新規】

職 員 組 織

平成２７年度 職員の異動


