
清 々 し い 朝
校長 西山 守

５ 月の行事予定

新年度がスタートして、３週間あまりが過
ぎました。子どもたちは、新しい教室や友達
にも次第に慣れ、おおむね落ち着いて学校生
活を送っています。保護者の皆様が子どもた
ちを温かく送り出していただいているおかげ

も大きいと思います。ご協力に感謝します。

一年生
優しい六年生が

大好きです

さて、新年度が始まって少し経った日の朝
です。駐輪場に自転車を止めようとしている
と「おはようございます。」と、登校してき
た子どもたちがあいさつをしてくれます。
「おはよう。」とかえすところまでは、いつ
もとあまり変わらない光景です。
しかし、この日は少しちがっていました。
自転車の鍵をかけようとしてかがんだとこ

ろ、あいさつとはちがう声が聞こえてきまし
た。
「ここで、おじぎして。おはようございま

すって言うんだよ。」

練馬区立

石神井小学校

学校だより

平成２８年５月号

お兄さんのようです。新入生の弟に教えて

います。「おはようございます。」弟くんが

あいさつしてくれました。

なにかとても清々しい気持ちになりまし

た。

短い時間でしたが、教育を考える上で大切

なことがいくつか含まれていると思いまし

た。それは、

・親の存在

・立場の重要性

・受け入れる心 の３点です。

この子は、おそらく親御さんに同じような

ことを言われていたと思われます。だから、

弟にも教えてあげられたのでしょう。信頼す

る親からしっかりと教わったことは、子ども

たの心に刻み込まれるものでしょう。

また、「兄という立場」が、弟を導くとい

う行為への原動力となっていることもあるで

しょう。「立場は人をつくる」と言われるよ

うに、どんな立場に子どもが立っているかは

とても重要なことです。愛され、認められ、

しつけられている立場にある子は、受け入れ

る準備が整っているので、多くのことを吸収

し、よりよく成長することができると考えま

す。

2 日 (月 ) 遠足（３年） 心臓検診（１年） 17 日(火 ) 学校公開日
委員会活動 特別時程 18 日(水 ) 開校記念日（学校はお休みです。）

3 日(火 ) 憲法記念日 19 日(水 ) １年５時間授業始 ２年６時間授業始
4 日(水 ) みどりの日 内科検診（１・３年）
5 日(木 ) こどもの日 20 日(金 ) 地区班別下校訓練
6 日(金 ) 離任式 23 日(月 ) 午前授業（校内研究会のため）
9 日(月 ) 安全指導 移動教室説明会（５・６年） ＜３の２は５時間目あり＞

10 日(火）遠足（４年） 24 日(火 ) 縦割班活動 尿検査回収２次
11日(水 ) 午前授業（校内研究会のため） 26 日(木 ) ＰＴＡ総会 15:30~ 体育館にて

＜２の１は５時間目あり＞ 27 日(金 ) 遠足（１・２年）
12 日(木 ) 歯科検診（３・６年）内科検診（１・２年） 29 日(日 ) 照姫まつり＜石神井公園にて＞
13 日(金 ) 午前授業（区一斉研究会のため）１３時下校 避難訓練 30 日(月 ) 委員会活動
16 日(月 ) クラブ活動 尿検査回収 31 日(火）特別時程



三学期制について

「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　月・火・木曜日
○スクールカウンセラー  林 貴美子 先生　金曜日
　　　　　　　（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

「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。

小中連携教育について

『 学びへの意欲を育てる小中一貫教育 』 

～９年間を見据えた教科カリキュラムの作成を通して～ 
 

 教員の取組 

（１）研究推進委員会 

 合同研修会や中学校区別教職員研究協議会の事前打

ち合わせや、カリキュラム作成進捗状況を把握し、本研究

の運営や進行を円滑に行えるように設置した。 
 

（２）合同研修会 

 小中一貫教育を進めるにあたっての必要な知識や考え

方の共通理解を図り、講師から課題改善カリキュラム作

成に向けた指導、助言を受けた。 
 

（３）報告会 

 各分科会の2年間の研究成果と、作成した課題改善カリ

キュラムの報告会を全員参加で行った。来年度以降の見

通しがたち、実践校としての具体的な取組を考える良い

機会となった。 

 

※現在、リーフレットを作成していますので、詳細はそちら

をご覧ください。 
 

    練馬区では、平成19年度から中学校で、平成20

年度から小学校で２学期制を導入し、個に応じたき

め細かな指導の充実や授業時数の確保、ゆとりあ

る教育活動の推進などの成果をあげてきました。 

 一方、この間に教育環境を取り巻く環境の変化や

学習指導要領の改訂などにより、時代のニーズは

大きく変化してきました。 

 平成25年に実施した保護者や学校評議員、教員

を対象としたアンケート調査を実施した結果からは、

「２学期制を改善した方がよい」という回答が多く寄

せられました。 

 そこで、平成２８年度から２学期制の成果を継承

した「新たな３学期制」を実施するこことなりました。 

 「新たな３学期制」とは、学びの連続性やきめ細

かな指導と評価、子供と教師が向き合う時間的ゆ

とりなどを充実できる２学期制のよさと、長期休業

日ごとに学期が区分され、学校生活にリズムをつ

けやすい３学期制のよさを生かした学期制のことで

す。 

 本校でも、長期休業日の前に「あゆみ」を配布し、

課題をもって夏休み、冬休み、春休みを過ごせるよ

うにしていきます。 

（詳しくは、練馬区ホームページ：練馬区教育委員

会「新たな３学期制リーフレット」をご覧ください。） 



　

　

 

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。

　濱野　高秋

　短い期間でしたが、3年3組の子供たちをは
じめ、たくさんのクラスの子供たちと国語の
授業を通して関わらせて頂き、充実した一年
間を過ごさせて頂きました。授業に真剣に取
り組む子供たちの姿は、とても素敵でした。
有難う御座いました。

　永瀬　晃子

　石神井小学校では四年間大変お世話になりま
した!明るく元気いっぱいの子供たち、温かく熱
心な保護者の皆様、図書ボランティアの皆様、地
域の方々。そしてたくさん笑い、時に悩み考え共
に過ごした教職員･主事の皆様!楽しかったぁ!あ
りがとうございました。

　原田　三好

　短い間でしたが中身の濃い時間を過ごさせて
いただきました。今は、静岡県の山間部全校48名
と18名の小さな2つの小学校で、1･2年と5･6年の
音楽、家庭科を教えています。のどかな、ゆった
りとした環境の中、新しい発見の毎日です。在職
中は、お世話になりありがとうございました。

　
   三枝　万里子

　ことばの教室で支える立場でしたが、毎週頑
張って通級してくる子供たちや保護者の方々、職
場の皆様に支えられ続けた10年間でした。感謝の
気持ちで一杯です。ありがとうございました。

　石田　裕章

　大変お世話になり、ありがとうございまし
た。石神井小で五年間、元気な子供たちと楽
しく理科室で過ごすことができたのも、ご協
力、ご支援くださった保護者･地域の方々と
職員の皆様に支えていただいたからだと感謝
しております。皆様、本当にありがとうござ
いました。

　都梅　千鶴子

 大変お世話になり、本当にありがとうございまし
た。明るく元気な子供達からは沢山のエネルギー
を、保護者や地域の皆様からは温かなご支援をい
ただき、楽しい四年間でした。歴史ある石神井小
学校の益々の発展を心よりお祈りいたします。

　本橋　ひろこ

 「今日は何を作るのですか？早く作りたい
です!！」と目を輝かせて図工室に来る子供
たち、ひとりひとり違う個性に驚かされる毎
日でした。保護者の皆様、地域の皆様、あた
たかく見守りそして支えてくださり、ありが
とうございました。

  入山　文俊

　四年間、お世話になりました。短い間でし
たが、皆さんの元気な声を聴きながら仕事が
できて良かったです。石神井小は緑豊かで大
変恵まれた環境だと思います。ありがとうご
ざいました。

　加藤　広司

　一年間ではありますがお世話になりまし
た。私は、決めた道をまっすぐ進んでいきま
す。
　石神井小の皆様方健康に注意してこれから
もお元気でいて下さい。ありがとうございま
した。

　相馬　友紀

　石神井小学校では六年間きこえの子供たち
と勉強させてもらいました。今年度から西東
京市立保谷小学校のことばの教室でがんばっ
ています。みなさんもがんばって、楽しい学
校生活を送ってください。

離任された教職員からの挨拶 
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難言学級  若林 美年子 

 

西東京市から、自転車で通勤しています。石神井小

学校に近付くと、公園、川、緑、図書館と素敵なも

のがたくさんありますね。始業式からはそこに子供

たちの笑顔が加わりました。これからもたくさんの

素敵を見つけ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。 

図工専科  安井 なでしこ 

 

1年3ヶ月の育休から復帰しました。また石神井小学

校の子どもたちと関わることができ、とても嬉しい

です。まだ小さかった子どもたちが、大きく立派に

なって下級生に優しく接している姿に感激していま

す。 

子どもたちが「自分らしさ」「友達らしさ」を認め、

そして伸ばしていけるような、楽しい図工を目指し

ています。どうぞよろしくお願いいたします。 

給食調理   大橋  文子 

 

お隣りの上石神井小学校から異動してきました。

同じ石神井ですが、又学校の雰囲気が違っていて、

働かせていただくのを、とても楽しみにしていま

す。おいしい給食を作らせていただくよう、努力

して参りますので宜しくお願い致します。 

難言学級  池田 優子 

 

荒川区立第六日暮里小学校から来ました。子ども

たちと元気に楽しく、遊びや学習に取り組んでい

きます。よろしくお願いいたします。 

給食調理   古賀 博孝 

  

練馬区の開進第四小学校から異動してきました古

賀です。石神井小学校の皆さんに喜んで給食を食

べてもらえるように、心を込めて作りますので、

残さず食べてください！宜しくお願いします♩ 

５年３組  担任  長塚  大佑 

 

墨田区立立花吾嬬の森小学校から異動してきまし

た。石神井小学校の緑の多さ、校庭の広さにとて

も驚きました。そしてなにより、子どもたちが明

るく元気なことに驚きました。まだまだ分からな

いこともありますが、子どもたちと一緒に学んで

いきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

６年２組 担任 入倉 喜久子 

 

青梅市立吹上小学校から異動してきました。たく

さんの緑と自然に囲まれた地域に感動しました。

全学年３クラスということで、たくさんの子ども

たちと出会うことができてとても嬉しいです。伝

統のあるこの石神井小学校で、元気いっぱい・優

しさいっぱいの子どもたちと一緒に、たくさん学

び、たくさん遊びたいと思います。どうぞ、よろ

しくお願いいたします。 

学校事務 臼倉 ひろみ 

 

高松小学校より異動して参りました。安心して過

ごせる環境作りに微力ながら頑張って行きたいと

思いますのでどうぞよろしくお願いします。 

１年２組 担任 伊藤 里絵 

 

始業式では、桜が満開の中、大勢の元気な石神井

小の子どもたちに会うことができて、うれしく思

いました。また、入学式では、かわいい一年生た

ちと出会い、フレッシュな気持ちで何事にもとり

くんでいこうと思いを新たにすることができまし

た。 

 一日もはやく学校や地域に慣れるように頑張っ

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。 

２年２組 担任 鹿島 啓 

 

４月から先生になりました。石神井小の子どもたち

と出会えてとてもうれしいです。 

 休み時間に広い校庭でみんなと遊ぶと元気をたく

さんもらえます。 

 ２年生と過ごす毎日はとても楽しいです。他の学

年とも早く仲良くなりたいので積極的に声を掛けて

下さい。どうぞよろしくお願いします。 

講師  井坂 公子 
 

世田谷区立砧小学校から異動してきました。長

い歴史と自然の豊かさの中、元気いっぱいな皆

さんに出会えて、楽しく一年が過ごせそうです。

皆さんとの学習の中でいっぱい良い所を発見し

て、笑顔でほめられる自分を、そして自信を

もって、キラキラと輝く瞳の子が作れるように

精一杯努力いたします。どうぞよろしくお願い

いたします。 

学力向上支援講師  佐々木 登美子 

 

下石神井小学校から異動してきました。始業式、

入学式の日は、学校の桜も石神井川の桜も石神

井公園の桜も見事でした。開校１４２年と歴史

があり、環境もすばらしい石神井小学校です。 

 ４、５、６年生の少人数クラスで「算数が面

白いな」、「楽しいな」と思えるような授業を

進め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。 

学校栄養補助員    田島  昌子 

 

石神井小学校は、６００食以上なので、安心・安

全・美味しい給食が提供できるように頑張って参

りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 


