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新年度にあたって 
校長  髙橋 忠太郎  

本年度は、新型コロナウィルス感染症への対応により、例年のような希望溢れるスター

トを切ることはできませんでした。しかし、このような状況下ではありますが、南が丘小

学校は、新 1 年生 59 名を迎え、364 名で令和 2 年度を出発しました。1 年生のご入学誠に

おめでとうございます。また、在校生の進級おめでとうございます。学校職員も新しい陣

容で出発しました。子供たちが楽しく充実した学校生活が送れるよう、職員一同団結して

学校運営を進めてまいります。本年度も、ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

さて、５月６日までの臨時休校によって、１７日間授業ができないことになります。学

校再開以降は、この遅れを取り戻さなければなりません。工夫如何によってそれは可能で

あると考えています。学校では、インフルエンザ等による学級閉鎖などに備えて、文部科

学省から出されている標準授業時数よりかなり余裕をもって年間の授業時数を設定してい

ます。それに加え、思い切った夏休みの短縮や行事の精選、その他考えられえるあらゆる

対策を講じて、授業時間の確保に努めてまいります。本年度が終了したときに、年間で行

うべきすべての学習内容を修了できるよう知恵を絞ってまいります。ともあれ、子供たち

が普通に登校して学習できるような日常が、１日も早く戻ってくることを願っています。  

職員異動  

１ 退職・任期満了  

    事務   角館 景子  都公立学校業務支援員として中野区立第五中学校へ  

    こころのふれ合い相談員   徳長 由美    

    産育代替教諭  水本 恵   正規教員として足立区梅島第一小学校へ  

    音楽講師    竹中 絵里  

   音楽講師   中田 知宏  

２ 転出  

    教諭    作田 剛    練馬区立大泉学園緑小学校へ  

    養護教諭   加藤 友紀   府中市立白糸台小学校へ  

    調理    橘 裕一    練馬区立小竹小学校へ  

    調理    下村 達也   練馬区立下石神井第三保育園へ  

    調理    工藤 文子   練馬区立豊玉第三保育園へ  

    学力向上支援講師   木原ひとみ   練馬区立富士見台小学校へ  

   学校生活支援員  佐藤 晃代 練馬区立上石神井中学校へ  

３ 転入  

    教諭    仲谷 耀    江戸川区立臨海小学校から  

    主任養護教諭   伊藤 裕子 西東京市立住吉小学校から  

    産・育休代替教諭  室 大地  杉並区立杉並第八小学校から  

    事務    原田みどり   練馬区立大泉西小学校から  

    調理       石川 竜彦   練馬区立高松小学校から  

    調理    矢島 泰輔   練馬区立田柄小学校から  

    調理    中山みどり   練馬区立北町西小学校から  

    学力向上支援講師   坂下茂里子 練馬区立北原小学校から  

     学校生活支援員   遠藤 彩   新規採用  

    こころのふれ合い相談員   海老原和代  練馬区立石神井西小学校から  

 



 

 

学校職員組織                              

 

【児童数】 

 

【お知らせ】 
① お子さんの健康観察・検温のお願い  

登校日に検温カードが配布されます。必ず、毎朝、お子さんの検温、記録をお願いします。 

② 給食費の返金について  

東京都より返金の手数料が入金されましたので、学校で返金手続きを行います。 

ゆうちょ口座に返金されていることを、４月１５日（水）以降にご確認ください。 

よろしくお願いいたします。 

③ 学校連絡メールの登録について 
・新１年生の保護者の皆様は、本日配布された学校連絡メールへの登録手順に従って、登録をお願い 
します。臨時休業中の連絡は、主に学校連絡メールを活用しますので、よろしくお願いします。 

・本年度は昨年度の登録がそのまま移行されますので、今までメールが届いていた方の再登録は不要

です。携帯電話を替えた方や登録ができていなかった方は登録の手順書を取りに来てくださいますよ

う、お願いします。 

【担任等】 
 

○は学年主任 
  

校   長 髙橋忠太郎 副校長 鶴田 悦子 事  務 原田みどり 

１年１組 ○村井 晃子 １年２組 菅沼 絢子 講  師 松田 祐一 

２年１組 〇有野 弘美 ２年２組 岡田 千尋 栄養補助員 佐々木由宇 

３年１組 阿部  睦 ３年２組 ○戸田 和子 学力向上支援講師 坂下茂里子 

４年１組 〇岩渕  悟 ４年２組 喜多村順子 学校生活支援員 遠藤   彩 

５年１組 仲谷  耀 ５年２組 〇伊藤 貴亮 特別支援教室専門員 長田 真人 

６年１組 ○磯﨑 信浩 ６年２組 奈良 梨沙 心のふれあい相談員 海老原和代 

音  楽 室  大地 図画工作 藤倉 聡士 学校図書館支援員 木﨑  智子 

算数少人数 野口真由巳 養  護 伊藤  裕子 事務補助員 上田  光子 

スクールカウンセラー 高島 麻巳子                 ALT ハニーリン・プサ 

特別支援教室巡回指導教員 福本美千枝   沼倉 絵美    白石 雅子 

調  理 小林 謙二  石川 竜彦  矢島 泰輔  上木はるい   中山みどり 

学童通学案内指導員 安達 絢乃  中野 利彦  涌井 喜作  北村 覚  井上 紀子 

施設管理員 内藤 富士雄   宇山   実    中峯 健二郎    崎田 隆男 

用  務 大出 晃久   井之上 千鶴 巡回心理士 寺師 貴子 

学校支援コーディネーター 菅原 妙子 育 休 千葉 沙織 産休・育休 山田 はるか 

学年 児童数 
1   組 2    組 

男  子 女  子 男  子 女  子 

1 ５９ １４ １６ １３ １６ 

2 ５５ １６ １２ １５ １２ 

3 ５９ １６ １４ １５ １４ 

4 ５６ １１ １７ １１ １７ 

5 ６２ １５ １６ １６ １５ 

6 ７３ ２０ １６ ２１ １６ 

計 ３６４ ９２ ９１ ９１ ９０ 



臨時休業中の南が丘小学校の対応について 

 

練馬区教育委員会からホームページに掲載された「臨時休業の延長に係る学校の諸対応」を受け、南

が丘小学校では臨時休業中の対応を以下の通りといたします。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１ 登校日について  → 中止になりました。 

  児童の登校日を次のように設定し、健康観察や学習課題の提示や回収を行います。学年ごとに時差

登校を行い、活動場所は体育館とします。児童同士の間隔をとり、窓を開けて換気をしながら実施し

ます。なお、１年生については登校日を設定しません。この登校日は、臨時休業中の参集日であり、 

登校しない場合でも欠席とはなりません。 

 ４月 ８日（水） ２年生  ９：００～ ９：４５頃  ３年生 １０：００～１０：４５頃 

           ４年生 １１：００～１１：４５頃 

４月 ９日（木） ５年生  ９：００～ ９：４５頃  ６年生 １０：００～１０：４５頃 

４月１３日（月） ２年生  ９：００～ ９：４５頃  ３年生 １０：００～１０：４５頃 

          ４年生 １１：００～１１：４５頃 

４月１４日（火） ５年生  ９：００～ ９：４５頃  ６年生 １０：００～１０：４５頃 

４月２０日（月） ２年生  ９：００～ ９：４５頃  ３年生 １０：００～１０：４５頃 

          ４年生 １１：００～１１：４５頃 

４月２１日（火）  ５年生 ９：００～ ９：４５頃  ６年生 １０：００～１０：４５頃 

 ・８日、９日には学習の課題に加えて、教科書を配布します。ランドセル、手提げ、上履きをもたせ

てください。上履きは、この日に学校においていっていいです。 

２ 臨時休業中の学習等について 

 ・１年生については、入学式後の学級指導で児童と保護者にお伝えします。 

・２～６年生については、８日と９日の第１回目の登校日に学習課題を提示し、学習方法を伝えます。 

３ 保護者会について 

  政府専門家会議副座長の会見で、東京や大阪では１０人以上の集会は避けるようにとの提言があり

ました。また、４月３日の練馬区長のメッセージにも同様の内容がありました。そこで、可能な限り

感染拡大のリスクを軽減したいとの考えから、本校では現時点で保護者会は行いません。必要な連絡

については、学校連絡メールやホームページを使って行っていきます。ご理解をお願いいたします。 

４ 児童のメンタルケアについて 

  臨時休業中に不安なことがあったり、心が不安定になったりしたときには、スクールカウンセラー 

やこころのふれ合い相談員、養護教諭などが児童の相談を受けます。もちろん、担任や管理職でも大 

丈夫です。また、学校教育支援センターでも相談を受け付けています。児童だけではなく、保護者の 

皆様にも活用いただいて結構です。気軽にご連絡ください。 

 ・臨時休業中のスクールカウンセラー勤務日 ８日（水）、１６日（木）、２３日（木）３０日（木） 

 ・こころのふれ合い相談員は、月・火・水が勤務日です。 

 ・スクールカウンセラー、こころのふれ合い相談員への着信専用携帯電話 080-2102－5887 

 ・学校教育支援センターの連絡先は、配布した別紙を御覧ください。（1年生は 6日、他学年は 8日

と 9日に配布） 

５ 居場所の提供について →方法が変わりました。 

  ３月に実施した「校庭利用」を引き続き行います。実施は午後です。 

・実施期間 ４月１３日（月）から１７日（金）、２０日（月）から２４日（金） 土日はなし 

・実施時間 １，２，３年生 １３：１５～１４：４５ 

４，５，６年生 １４：４５～１６：１５ 

・自転車による校庭利用はできません。 


