
運動だけではなく
校長 西山 守

５ 月の行事予定

木々の緑が美しいこの頃ですが、いかがお

過ごしでしょうか。学校では、子どもたちも

新しい学年になじみ、元気に活動している様

子が多く見られます。

今年度初めての

クラブ活動で

さっそく熱中！

さて、先月号でもお知らせしたように、今

年もオリンピック・パラリンピック教育推進

校の指定を受け、取り組みを進めていこうと

しているところです。

東京都では、来年度以降、都内の全校で行

われるよう準備しているということです。

この取り組みは、スポーツに親しむことだ

けでなく、他にも様々な視点があります。

・オリンピック精神の学習

・国際理解、交流

・日本の伝統・文化の継承

・障害者、障害者スポーツの理解

・ おもてなし」の心 など「

以前から取り組んでいることもあります

が、よりオリンピック・パラリンピックとの

つながりを意識して、進めていけるように工

夫していきます。

２０２０年には、子どもたちも何らかの形

で（選手・ボランティアなど 、オリンピッ）

ク・パラリンピックに関わっているかもしれ

ません。また、日本を訪れた外国の方とふれ

あう機会があるかもしれません。そのような

体験は、とても貴重なもので、自己の生き方

にも影響を与えることも考えられます。

つまり、２０２０年のオリンピック・パラ

リンピックは、子どもたちが成長するための

絶好の教材であるともいえます。

あまり知られていないかもしれませんが、

「オリンピック憲章」には、次のようなこ

とが書かれています。

オリンピズムとは、 のす肉体・意志・精神

バランスよく結合 生き方べてを高め、 させる

の哲学 スポーツを文化、教育と融合である。

させ、 するものである。生き方の創造を探求

努力する喜び、良い模範、社その生き方は、

を基盤とする。会的責任、倫理規範の尊重

これは「知育・徳育・体育」の充実を通し

て、人格の完成を目指し、社会に貢献する人

間の育成を図る学校教育と合致するものと考

えます。

よりよい生き方を目指す姿勢を、子どもた

ちがもてるようにしたいものです。
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　原田 三好
今頃子どもたちは･･･
と懐かしく思い出されます。
私は、毎日森で大声を出しながら草と奮闘し
ています。
約４年間、たくさん、たくさん楽しませて頂
きました。みなさん、本当にありがとうござ
いました。

　小林 健一郎
教員生活をスタートさせた石神井小。素敵な
出会い、数えきれない思い出、貴重な経験が
詰まった６年間でした。
子どもたちの笑顔は、保護者の皆様、地域の
皆様のあたたかさによって生み出されている
ことを学びました。
本当にありがとうございました。

　柏井 良友
光和小学校に移りました。
短い間でしたが、展覧会までできて、こども
たちと図工を存分に楽しむことができまし
た。
ありがとうございました。

　福山 広伸
恵まれた生活環境の中、多くの方々にあたたかく
支えられ、地域に育まれてきた石神井小学校。
その歴史の１ページの中に加えて頂けたことが誇
りです。
お世話になった４年間、心より感謝申し上げま
す。

　井上 イツ
大変お世話になりました。緑豊かな石神井小
学校で、いつも温かくご協力、ご支援くだ
さった保護者地域の皆様、熱意あふれる職員
の皆様、たくさんの方々に支えられ、明るく
元気な子どもたちと過ごした８年間の毎日
は、私の大切な宝物です。石神井小学校の更
なるご発展を心よりお祈りいたします。本当
にありがとうございました。

　根本　裕美
九年間の長い間、本当にお世話になりました。素
直で素敵な子どもたち、温かい保護者・地域の
方々、豊かな自然の中で、多くの代え難い思い出
を頂きました。隣接の学区域の異動ですので、ど
うぞ今後もお声かけください。

　澤枝 稔
石神井小では５年間お世話になりました。
１４０周年の行事にも携わることができ、
歴史のある学校で勤務できたことを嬉しく思
います。
これからも石神井小を陰ながら応援していま
す。

  水沼　志奈子
豊かな自然に囲まれ、真剣に学ぶ子どもたち
と算数の勉強をした３年間は、楽しく充実し
た毎日でした。更なる学びの好奇心が育まれ
ますよう願っています。
職員の皆様の温かいお心遣い、保護者の皆様
のご協力のお陰と感謝いたしております。本
当にありがとうございました。

　飯田 圭子
５年間お世話になりました。
一人一人と接することはありませんでした
が、少し離れたところから子どもたちの成長
していく姿を見ることが出来てとても楽し
かったです。
ありがとうございました。

　高橋 あつこ
４年間、大変お世話になりました。
開校１４０周年という大きな節目に関わるこ
とが出来て忘れられない思い出となりまし
た。
本当にありがとうございました。

離任された教職員からの挨拶



　  

 

　

　田口　勇
石神井小学校では、３年生から６年生
の図工を担当させて頂きました。
４ヶ月という短い期間でしたが、本当
にありがとうございました。

くれぐれもお体をご自愛いただき、
　今後益々のご活躍を
　　お祈り申し上げます。

　渡瀬 貴美香
石神井小のみなさんの元気な姿の中で、
教職員の皆さんの熱心さに囲まれ、色々
な事を学んだような気がします。これか
らも、子どもたちが元気になれるような
献立作成に努めたいと思います。短い間
でしたが、お世話になりました。

　本橋　光廣
いつもいっぱい給食を食べてくれてあり
がとうございました。
４年間お世話になりました。

本
年
度
着
任
の
教
職
員
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副校長 佐々木 祐介

大泉学園緑小から参りました。古きよき伝統と子ど

もたちの笑顔を大切にがんばっていきます。どうぞ

よろしくお願い致します。

５年２組 担任 塩田 英俊

はじめまして。練馬区内の関町小学校から異動して

きました。「人は人の環境である」との言葉を胸に

最善の教育環境となれるように全力で頑張ります。

よろしくお願いします。

１年２組 担任 三河 広記

東久留米市の学校から参りました、三河広記と申

します。いつでも本気で子どもたちにぶつかって

いきます。よろしくお願いします。

３年３組 担任 鈴木 香織

長年の夢であった教員になり、子どもたちと過ご

す毎日はとても楽しいです。子どもたちと共に多

くのことを学び、経験する中で、一人ひとりの持

つ良さを伸ばしていけるよう努めて参ります。

３年３組 新人育成教員 濱野 高秋

新人育成教員として大泉第四小学校から参りまし

た。明るい笑顔と意欲的に取り組む姿勢を引き出

せるように指導していきたいと思っています。

給食主事 村上 正夫

この春から石神井小学校に来ました村上です。

子どもたちに喜んでもらえる様に、精一杯安全で

美味しい給食を作ります。よろしくお願いします。

給食主事 加藤 広司

こんにちは。おいしい給食を作っていきます。よろ

しくお願いします。

給食主事 湯浅 ひで子

食べることが大好きです。美味しい給食を作りま

す。よろしくお願いします。

用務主事 荒木 信人

練馬第二小学校から異動してきました、荒木です。

過ごしやすい学校環境にしたいと思います。

よろしくお願いします。

用務主事 合田 誠

４月で用務主事３８年目を迎えました。今までの

経験を生かし、より効率的な作業に努めていきた

いと思っています。

３年１組 担任 堀 倫子

西東京市から転任してきました。子どもたちが楽し

い学校生活を送れるよう、明るく楽しく指導してい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

図工専科 本橋 ひろこ

図画工作の授業を通して、一人ひとりの感性や

意欲を引き出し、つくる喜びを味わえるよう努

めていきます。

学校事務補助員 朝日 美恵子

はじめまして。練馬第三小学校から転勤して参

りました。どうぞよろしくお願いします。



　　　　　　　　　　　　　　　　今年度は春の運動会です！

平成２７年　６月６日（土）に運動会を開催いたします。
昨年度は開校140周年記念式典があった関係で秋の運動会となりましたが、今年度は春の運動会です。
もうすぐ練習も始まります。学年や組の団結力を高め、表現したり運動したりすることの楽しさを味わってほしいと
願っています。これから暑くなる日もあります。ご家庭でも、お子様の健康管理にご留意ください。
詳細については、後日配布するお知らせをご覧ください。ご協力の程よろしくお願いいたします。

★日時について
　雨天の場合は、６月７日（日）に実施予定です。
★種目について
・短距離走（セパレートコース）
　  １・２年生：５０メートル　　直線
　　３・４年生：８０メートル　　トラック
　　５・６年生：９０メートル　　トラック
  編成は、１～４年生は男女混合。５・６年生は男女別。　１・２年生は背の順、４～６年生は走力別です。
・三色対抗リレー
　低学年（１・２・３年）、高学年（４・５・６年）の編成でリレーを行います。
低学年は一人トラック半周、高学年は一人トラック１周です。
・団体競技
　勝つか負けるか…燃える競技です。みんなで作戦を練り、一丸となって競い合えたらよいですね。
・表現運動
　表現運動は得点種目ではありませんが、それぞれの表現力にご期待ください。
・応援合戦
　各組が応援団を中心に、自分たちの勝利を願い、相手の健闘をたたえます。応援団長の迫力ある口上やパフォー
マンスも見物です。
・大玉送り
　全校種目です。１～６年生が団結し、大きな一つの玉に勝負をかけます。
★ＰＴＡ種目もあります。ぜひご参加いただき、運動会をともに盛り上げていただきたいと思います。

「練馬区学校連絡メール」
☆☆お知らせ＆お願い☆☆　　　 ◆相談室からのお知らせ◆

　練馬区では、児童や保護者の相談窓口として各学校
に心のふれあい相談員・スクールカウンセラーを配置
しています。何かありましたら、ご遠慮なくご相談下
さい。
　また、昨年度からスクールカウンセラーによる全員
面接（５年児童）を行っています。

○心のふれあい相談員  加藤 東枝 先生　火・水・木曜日
○スクールカウンセラー  林 貴美子 先生　月曜日
　　　　　　　（事前予約がおすすめです。）
　　　相談をされたい方は、直接訪ねられるか、
　　　専用電話(受信専用)にご連絡ください。

　《相談室専用ダイヤル》
　　　　０８０－２０１２ー１３８５

　一昨年度から練馬区全体で導入した
「練馬区学校連絡メール」への登録対象
者は、
　新１年生・転入生となります。２年生以上
の学年につきましては、学年の繰り上げ
操作を行っています（卒業生は、削除さ
れます。）ので、新たに登録する必要はあ
りません。

※本システムは、個人情報保護の観点か
ら登録と途中解除はすべて利用者各個
人で行うようになっています。

☆ お知らせ☆

ホームページ、学校だより等にお子様の写真が載る場合があります。

なるべく、遠見の画像や加工処理をおこないますが、どうしても写真

には支障があるという方は、５月までに担任にお申し出ください。


