
未 来 へ の 願 い
校長 西 山 守

先月末は初夏のような日もあり、桜も満開

を過ぎてしまうほどでした。心地よい季節と

なりました。９３名の新入生を迎え、新年度

がスタートしました。

３月上旬から学童クラブは仮設校舎に引っ

越して活動しています。４月からは、仮設校

舎の第二期工事が始まり、いよいよ改築に向

けた動きが本格化してきます。

校庭が狭くなるなど、以前と違うことがい

くつか出てくるかと思いますが、職員一同で

きるかぎり力を尽くしてまいります。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。

今年もやります

なかよし

登校ウィーク

（９日～１２日）

さて、避難指定が解除され、７年ぶりに再

開された福島県飯館村の小中学校の式典の様

子が、先日紹介されていました。笑顔で式場

に入ってくる子どもたちの写真を見ると、明

るい未来がやってくることを祈らずにはいら

れませんでした。

考えてみると、事故により避難した当時は

まだ小さく、事情がよく分からなかった子も

いるはずです。反対に、よく事態を把握して

いた子もいるはずです。しかし、どちらの子

もこれから地域の歴史を築いていくわけで

す。復興は容易ではないかもしれませんが、

共に生活し、歩み、学びながら地域社会を背

負えるだけの力を身に付けていくことを願っ

てやみません。

もちろんこのことは、本校の子どもたちに

もあてはまることです。これからますます激

しく変化し、確かな見通しがもちにくい時代

です。こうすれば、私たちの社会はうまくい

。 、くという保証はありません 常に実態を捉え

課題を把握し、考え、創造し、解決していく

ことが求め続けられるのかもしれません。

そのような時代を支えるには、単なる知識

だけでなく、豊かな感性や意欲、思考力、判

断力、表現力、協調性など様々な資質が求め

られます。

「和」と「活力」にあふれる学校

本校が目指している学校像です。このこと

が実現できれば、これからの時代を支え、創

っていくための資質の基礎を培うことができ

ると考えます。ご家庭でもご理解の上、ご協

力いただければ幸いです。

４ 月の行事予定

給食始（１年） 国・学力調査（６年）6 17日(金)始業式 入学式 日(火)

～ 尿検査一次回収9 2 6日(月) 年午前授業 給食始 保護者会(１・２年）( )
（ ）身体計測(全）＜体育着持参＞ 安全指導 18 日(水)保護者会 ５・６年（ ）視力検査 ５年

歯科検診（２・５年）なかよし登校ウィーク＜１２日まで＞ 保護者会（３・４年）19 日(木)
避難訓練 心臓検診(１年)11 20日(水) 日(金)登校指導
視力検査（４年）12 23日(木) 日(月)登校指導

日(金) 日(火)遠足（４年）13 24１年生を迎える会

日(水) クラブ活動きこえとことばの教室保護者会 25 視力検査(３年)
委員会活動 視力検査（６年） 歯科検診（１・４年）16 26日(月) 日(木)遠足(３年)
ぎょう虫検査回収 尿検査追加回収(一次)27 日(金)離任式

練馬区立

石神井小学校

学校だより
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職 員 異 動
【退 任】

学校事務補助 松島 美和教諭(育代） 小泉 智美
臨時学校生活支援員 前田 久枝講 師 山本 窓香 平野 威士
スクールカウンセラー 林 貴美子〃 碩 はるか 都梅 千鶴子

（ ） （ ）用務主事 永瀬 晴美 練馬区立石神井小学校再任用へ 練馬区立大泉東小学校へ学校生活支援員 長濱みどり
【転 出】
主任教諭 水盛 一樹（練馬区立上石神井北小学校へ） 教諭(育代) 鈴木 亮平（練馬区立大泉第一小学校へ）

（ ） （ ）〃 松田 容子 杉並区立桃井第五小学校へ 佐々木登美子 練馬区立石神井東小学校へ学力向上支援講師
〃 田中 千鶴子（練馬区立関町小学校へ） 給食主事 村上 正夫 （練馬区立小竹小学校へ)

主任養護教諭 村岡 千草（杉並区立杉並第一小学校へ） 〃 金子 敏 （練馬区立氷川台第二保育園へ)
教 諭 新田 加奈（杉並区立杉並第三小学校へ） 用務主事 合田 誠 （練馬区立大泉第二小学校へ）
【転 入】
主任教諭 森田 佐和 (豊島区立千早小学校より） 講 師 架谷 千草 （新宿区立早稲田小学校より）

はさたに

教 諭 赤間 有世 講 師 檜 公子 (練馬区立南町小学校より)（練馬区立豊玉南小学校より)
養護教諭 岡野 佑美（都立小平特別支援学校より） 技能長（調理）福田 徹也（施設給食課より）
教諭 (育代） 小渕 智子（杉並区立西田小学校より） 給食主事 荒川 誠(練馬区立上石神井小学校より)
学力向上講師 練馬区立大泉学園緑小学校より） 〃 大沢 典子（練馬区立小竹小学校より）谷口みゆき（

用務主事 髙松 正志（練馬区立大泉第六小学校より）
【新規採用】
教 諭 生川 真衣 スクールカウンセラー 宮田 瑠子
教諭（期限付） 村椙 日菜子 復 職】【
学級経営研修生 小野 美穂 教 諭 森山 蓮奈 安井 なでしこ

田中 智恵子 育児休業】 【配偶者同行休業】学校事務補助 【
教 諭 工藤 満理子 主任教諭 堀 倫子学校生活支援員 濱中 美由紀

職 員 組 織

西 山 守 佐々木 祐介 塩田 英俊校 長 副校長 主幹教諭

主任教諭 伊澤 浩仁・林 洋美・森田 佐和・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・柿原 千佳・長塚 大佑・野村 徹・太田 徳子

（○印……学年主任 専科等主任）

○林 洋美 小林 春菜 森山 蓮奈１年 １組 ２組 ３組

○杉山 郁子 小渕 智子 和田 幸代２年 １組 ２組 ３組

○森田 佐和 野口 優太３年 １組 ２組 ３組小野 美穂・太田 徳子

〇柿原 千佳 長塚 大佑 種村 拓也４年 １組 ２組 ３組

〇入倉 喜久子 野村 徹 塩田 英俊５年 １組 ２組 ３組

〇関根 美恵子 鹿島 啓 唐澤 志織６年 １組 ２組 ３組

○有川 ひろみ 三河 広記 安井 なでしこ音 楽 理 科 図 工

＜ ＞算数少人数 養 護関口 由美子 岡野 佑美 育児休業：工藤 満理子

(講師)難聴学級 ◎伊澤 浩仁 池田 優子 柳下 美穂

○若林 美年子 大橋 陽平 大久保 晴美言語障害学級

(講師)鈴木 香織 生川 真衣 檜 公子

○赤間 有世 西垣 秀毅 村椙 日菜子 鈴木 明美特別支援学級 <専門員>

星野 芳子 小山 里穂 講 師 架谷 千草心のふれあい相談員 学校栄養補助員

宮田 瑠子 事 務 臼倉ひろみ 三浦 楠緒子スクールカウンセラー 外国語活動アドバイザー

濱中美由紀 田中智恵子 谷口 みゆき学校生活支援員 学校事務補助員 学力向上支援講師

福田 徹也 大橋 文子 古賀 博孝 鈴木 勝也調理主事 （技能長）

石橋 由美子 荒川 誠 大沢 典子 秋山 初美

髙松 正志 永瀬 晴美 小池 裕子用務主事

篠原 嗣郎 魵沢 定代 淺野 和子 巻口 富士夫児童通学案内

金島 剛 大竹 敏正 増田 祥子 清水 昌兼施設管理


