
狭 く な っ て も
校長 西山 守

暖かな日差しが心地よい季節となりまし
た。９２名の新入生を迎え、新年度がスター
トしました。
今年１２月からは、校舎改築にむけて仮設

校舎設置が始まります。石神井小が新しく生

まれ変わるための第一歩の年でもあります。
保護者・地域の皆様には、本校の教育活動に
ますますご理解ご協力いただきますようお願
い申し上げます。

６年生
みんなが頼れる
存在に !!

４年前より、「和」と「活力」にあふれる
学校を目指して進んでいます。どの程度達成
されたか数字で表すことは、なかなか難しい
ところです。
しかし、いくつかのことが目指すところに

近づいていることを感じさせてくれました。
（その１）
今年度から新１年生の入学後４日間の登校

を支援する取組「なかよし登校ウィーク」を
始めますが、４日間で延べ５０人以上の保護
者の方がサポートしてくださり、さらに通学
路で見守りをしてくださる方も大勢いらっし
ゃいます。

練馬区立

石神井小学校

学校だより

平成２９年度 ４月号

１年生以外の保護者の方も多く手伝ってくだ

さいます。

（その２）

３月で任期満了となった職員が、最後に次

のようなメモを残していきました。

「これまでいくつもの学校を経験してきまし

たが、そのなかでも一番、気持ちのよい雰囲

気のあたたかい学校でした。」

（その３）

４月から勤務することになった職員が、３

月に職場体験をしました。事後の感想です。

「朝から子どもたちがとても元気に遊んでい

て、驚きました。また、子どもたちも先生方

もよく声をかけてくれ、とてもアットホーム

な感じでした。」

保護者の協力や学校との連携、職員相互の

関係などは、教育活動の効果を高めることに

とても大きく影響するものだと考えます。保

護者同士、職員同士、さらに地域の方とも明

るく関わりながら過ごせることは、子どもた

ちの教育によい影響をもたらします。

校舎改築の工事が始まり、空間的に制限さ

れることになっても、活動が停滞して関わり

が薄くなっていかないように準備していくこ

とが、今年度のひとつの課題だと捉えていま

す。

17 日(月 )交通安全教室(１年) 慣らし給食（１年）
４月の行事予定 きこえとことばの教室保護者会

保護者会（５・６年）視力検査（５年）

6 日(木 ) 始業式 入学式 ぎょう虫検査回収 地域訪問④

7 日(金) 午前授業 給食始 (2 ～ 6年 ) 18 日(火 )給食始（１年） 国・学力調査（６年）
身体計測(全）＜体育着持参＞ 尿検査一次回収 地域訪問⑤
なかよし登校ウィーク＜１２日まで＞ 19 日(水 )消防写生会（１・２年）安全指導

10 日(月 ) 委員会活動 20 日(木 )歯科検診（２・５年）内科検診（３・４年）地域訪問⑥
11 日(火 ) 登校指導 視力検査（６年）地域訪問① 21 日(金 )避難訓練 視力検査（４年）

12 日(水 ) 登校指導 耳鼻科検診（全） 24 日(月 )クラブ活動 視力検査（３年）
13 日(木 ) 保護者会（３・４年） 25 日(火 )視力検査（２年）

歯科検診（１・４年） 地域訪問② 26 日(水 )遠足（１・２年）尿検査一次追加回収
14 日(金 ) 保護者会（１・２年） 27 日(木 )遠足（４年）内科検診（５・６年）

１年生を迎える会 地域訪問③ 28 日(金 )遠足 (３年) 視力検査（１年）



職 員 の 異 動
【退 任】
校 長 西山 守（練馬区立石神井小学校再任用へ） 教諭(育代) 伊藤 里絵（北区立十条台小学校 正規採用へ）

主任教諭 檜 公子 教諭(育代）喜多 映子
教 諭 石垣 仁（岐阜県揖斐郡大野町立東小学校へ） 学校事務補助員 朝日 美恵子

心のふれあい相談員 加藤 東枝 （練馬区立石神井台小学校特別支援専門員へ） 講 師 井阪 公子(世田谷区立太子堂中学校へ)
【転 出】

主任教諭 礒部 透 （杉並区立四宮小学校へ） 学校栄養補助員 林 みなみ （練馬区立石神井東小学校へ)

〃 萩原 禎 （西東京市立栄小学校へ） 給食主事 下村 達也 （練馬区立南が丘小学校へ)
〃 嵩原 佐知子 （小平市立小平第五小学校へ） 〃 湯浅 ひで子 （練馬区立南町小学校へ ）

教 諭 伊勢 紗希子 （文京区立金富小学校へ） 用務主事 澁谷 涼 （練馬区立南が丘小学校へ）
学校栄養補助員 田島 昌子 （練馬区立光が丘第二中学校へ) 〃 荒木 信人 （練馬区立旭丘小学校へ）

【転 入】
主任教諭 関根 美恵子 (豊島区立千早小学校より） 講 師 二宮 理佳 （杉並区立大宮小学校より）

〃 和田 幸代 (練馬区立関町小学校より） 講 師 山本 窓香 （江戸川区立春江小学校より）
教 諭 有川 ひろみ （清瀬市立清瀬小学校より） 学校事務補助 松島 美和 （練馬区立開進第四中学校より）

〃 大久保 晴美（西東京市立芝久保小学校より） 給食主事 鈴木 勝也 (練馬区立早宮小学校より)

〃 野村 徹 （三鷹市立井口小学校より） 〃 金子 敏 （練馬区立光が丘第八小学校より）
〃 野口 優太 （八王子市立小宮小学校より） 〃 石橋 由美子（練馬区立南田中小学校より）

〃 工藤 満理子 （立川市立川第三小学校より） 用務主事 永瀬 晴美 （練馬区立仲町小学校より）
新人育成教員 太田 徳子 (練馬区立富士見台小学校より) 〃 小池 裕子 （練馬区立練馬小学校より）

教諭 (育代） 鈴木 亮平 （練馬区立大泉第一小学校より）
【新規採用】 【配偶者同行休業】

教 諭 西垣 秀毅 心のふれあい相談員 星野 芳子 主任教諭 堀 倫子

学級経営研修生 小林 春菜 特別支援専門員 鈴木 明美 【育児休業】
教諭 (育代） 小泉 智美 【復 職】 教 諭 森山 蓮奈

学校栄養補助員 小山 里穂 主任教諭 関口 由美子 教 諭 安井 なでしこ

職 員 組 織

校 長 西 山 守 副校長 佐々木 祐介 主幹教諭 塩田 英俊
主任教諭 田中 千鶴子・伊澤 浩仁・水盛 一樹・林 洋美・関根 美恵子・和田 幸代・若林 美年子・三河 広記

杉山 郁子・関口 由美子・入倉 喜久子・松田 容子 主任養護教諭 村岡 千草
（○印……学年主任 専科主任）

１年 １組 ○杉山 郁子 ２組 野口 優太 ３組 和田 幸代
２年 １組 ○林 洋美 ２組 小林 春菜・太田 徳子 ３組 鈴木 亮平
３年 １組 〇柿原 千佳 ２組 長塚 大佑 ３組 水盛 一樹
４年 １組 〇松田 容子 ２組 工藤 満理子 ３組 塩田 英俊
５年 １組 〇関根 美恵子 ２組 鹿島 啓 ３組 唐澤 志織
６年 １組 種村 拓也 ２組 新田 加奈 ３組 〇入倉 喜久子
音 楽 ○有川 ひろみ 理科 三河 広記 図 工 小泉 智美
算数少人数 関口 由美子 養護 村岡 千草 ＜育児休業：森山蓮奈・安井なでしこ＞
難聴学級 ◎伊澤 浩仁 池田 優子 柳下 美穂(講師)
言語障害学級 ○田中 千鶴子 大橋 陽平 若林 美年子

大久保 晴美 鈴木 香織
特別支援学級 野村 徹 西垣 秀毅 <専門員> 鈴木 明美
心のふれあい相談 星野 芳子 学校栄養補助員 小山 里穂 講師 山本 窓香・二宮 理佳
スクールカウンセラー 林 貴美子 都事務 臼倉ひろみ 外国語活動アドバイザー 三浦 楠緒子
学校生活支援員 長濱 みどり 学校事務補助員 松島 美和 学力向上支援講師 佐々木 登美子
調理主事 村上 正夫 大橋 文子 古賀 博孝 鈴木 勝也

金子 敏 石橋 由美子 秋山 初美
用務主事 永瀬 晴美 小池 裕子 合田 誠
児童通学案内 玉川 直至 篠原 嗣郎 魵沢 定代 和田 勝士
施設管理 重枝 克昌 金島 剛 大竹 敏正 増田 祥子


