
 

 

 

 

 
 

教育目標  あたたかな心をもつ  すすんで学ぶ  さいごまでやりぬく  つよいからだをつくる 
 

入学・進級おめでとうございます 

                                       校長 渋井 和子 

満開の桜の花の下、新１年生６８名を迎え、全校児童３９５名で平成２６年度が始まりました。 

通常学級１２学級、かしわ学級５学級、ポプラ学級３学級の２０学級に在籍する子供たちが「笑顔

かがやく練三の子」として成長していけるように、練馬第三小学校の全教職員が教育活動に取り組

んでまいります。今年度も、本校の教育活動にご理解、ご支援賜りますようお願い申し上げます。 

 

【教育目標】◎今年度の重点目標 

  ○あたたかな心をもつ  ◎すすんで学ぶ  ○さいごまでやりぬく  ○つよいからだをつくる 

【目指す学校像】 

  ○笑顔かがやく練三の子（子供の笑顔輝く学校）  

○みんなで育てる練三の子（教職員が協働する学校） 

 ○家庭・地域との「共育」活動を推進し、家庭・地域から信頼される学校 

【教育活動のスローガン】 「チャンス・チャレンジ」 

  学校だよりで、教育活動における具体な取組をお伝えしていきます。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２６年度教職員の異動 ※練馬区内の学校については、「練馬区立」を省略させていただきます。 

４月の行事予定 
7日(月) 始業式、入学式 

  8日(火) 給食開始、登校指導、安全指導 
ポプラ学級保護者会 

9日(水) 午前授業、登校指導 
10日(木) 保護者会(５・６年)、教育相談日 
11日(金) 測定(１～６年) 

           保護者会(３・４年)、教育相談日 
 14日(月) 測定(かしわ)、１年給食開始 

委員会活動、聴力検査（４・６年） 
 15日(火) 保護者会(１・２年、かしわ) 

教育相談日 
聴力検査（２・５年、かしわ） 

16日(水) 午前授業、１年生を迎える会 
眼科検診(全)、ポプラ学級通級始 

17日(木) 耳鼻科検診(２・４年) 
18日(金) 地域・家庭訪問①(水曜時程) 
     聴力検査（１・３年） 

 
21日(月) 離任式(２～６年：６校時) 
           耳鼻科検診(５・６年、かしわ) 
           言語指導(かしわ) 
      避難訓練 
22日(火) 全国学力調査(６年) 
           耳鼻科検診(１・３年) 

蟯虫検査(１・２・３・６年) 
23日(水) 縦割り班活動(１校時) 

地域・家庭訪問② 
尿検査(全)、言語指導(かしわ) 

24日(木) 内科検診(２・３・６年、かしわ) 
25日(金) 地域・家庭訪問③(水曜時程) 
28日(月) クラブ活動 

内科検診(１・４・５年) 
29日(火) 昭和の日 
30日(水) 午前授業 

笑顔かがやく練三の子 みんなで育てる練三の子 
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練三だより 

４月は、子供たちにとって変化の多い時期です。入学・進級、クラス替え、人間関係が変わるなど、時に

は、ストレスにつながることもあります。子供たちの様子を学校、ご家庭共にきめ細かく見守ってまいりましょ

う。今年度より、教育相談体制の充実を図り、教育相談日を設定しております。どうぞご活用ください。 

学校だより、ホームページ、学級だより、研究紀要などにおける写真掲載について 

 教育活動の様子をお伝えする際に写真を掲載することがあります。子供たちの顔や個人が特定されないよ

うに、遠景の写真やモザイク加工した写真を使用したいと考えております。また、個人が特定される写真を使

用する際には、事前に写真掲載の許諾をいただいてから使用させていただきます。ご理解いただけますよう

お願いいたします。もし、ご都合が悪い場合は担任を通してお知らせください。 

 



平成２６年度の教職員について 

教職員の異動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員構成                        

校長 渋井 和子   副校長 原田 髙尚    学年・専科主任 氏名に下線 

                                

                   

職・担当 氏 名 職・担当 氏 名 職・担当 氏 名 職・担当 氏 名 

主幹・図工 岡野  彰夫 か し わ 髙津  直樹 かしわ支援員 相澤  知里 調   理 遠藤  雅子 

主幹・算少 田尻 美千代 か し わ 鈴木  博子 かしわ支援員 工藤 美代子 調   理 村上  正夫 

主幹・算少 佐藤 かほ里 か し わ 上條  みさき かしわ支援員    ※ 調   理 古井  雅之 

１年 １組 小泉  克洋 か し わ 荻野  大輔 かしわ支援員    ※ 調   理 野副  公延 

１年 ２組 小島 亜紀子 か し わ 舛谷  綾乃 学力向上講師 赤木  玲子 学童養護 小森  重雄 

２年 １組 栗原  隆雄 か し わ 木口  浩美 外国語指導員 望月    薫 学童養護 吉田  邦之 

２年 ２組 大朏 奈穂子 ポ プ ラ 荒井  淑子 ふれあい相談員 熊頭  幸子 学童養護 菊地  和儀 

３年 １組 渡部  和恵 ポ プ ラ 水野  和恵 カウンセラー 上村  尚子 学童養護 梶山  勝利 

３年 ２組 渡邉  佳恵 ポ プ ラ 神尾  好美 事   務 中澤    功 学童養護 槇島富士夫 

４年 １組 井澤  傳生 ポ プ ラ 佐々  美智 事務補助員 朝日 美恵子 学童養護 大田  芳夫 

４年 ２組 渡部  春香 非常勤教員 佐藤  俊子 栄養補助員 小代  文子 施設管理 三條  光弘 

５年 １組 坪田  洋子 講   師 川上 惠美子 臨時事務補助 朝倉  有子 施設管理 臺   義英 

５年 ２組 森田  祐一 講   師 高地  祐史 用   務 鈴木 身知子 施設管理 赤羽  黎明 

６年 １組 田中  翔大 かしわ講師 村井  美子 用   務 山下  武美 施設管理 加藤  昭定 

６年 ２組 住川  朋子 かしわ講師 アダムス朋子 用   務 松本  敏雄   

音   楽 大川 眞由美 学校生活支援員 熊谷  千波 用務業務協力員 小池田 大   

養   護 生垣  民和 かしわ支援員 中野  千春 調   理 二宮  惠子   

【転出】 

入山祐豪 副校長   足立・六木小学校へ     青木秀信 主任教諭     八坂小学校へ 

釣賀拓 主任教諭   江東・小名木川小学校へ   飯田雅子 教諭       中野・北原小学校へ 

松下孝治 教諭     江東・大島南央小学校へ    田中俊明 用務技能主任 下石神井小学校へ 

矢島泰輔 調理主事 南町小学校へ  

 

【転入】 

原田高尚 副校長  大泉東小学校から（昇任）     神尾好美 主任教諭 八王子・上壱分方小学校から 

森田祐一 教諭   小平第十五小学校から      木口浩美 教諭    新規採用 

渡邉佳恵 教諭    新規採用            大朏奈穂子 育休代替教員 

古井雅之 調理技能主任 光が丘春の風小学校から 松本敏雄 用務主事  南田中小学校から         

野副公延 調理技能主任 上石神井小学校から   熊頭幸子 心のふれあい相談員 新規採用           

加藤昭定 施設管理員（シルバー人材センター） 

 

【復職】渡部和恵 教諭             【長期研修より復帰】佐藤かほ里 主幹教諭 

【育児休業】犬飼美穂教諭     

【任期満了】勝田智之 教諭  加藤東枝 講師  黑﨑さゆり講師  長沼時雄 かしわ支援員 

      毛利朋子 心のふれあい相談員  舟木作内 施設管理員（シルバー人材センター） 

※後日任用予定    学校図書館支援員：小林 裕子（貫井図書館より派遣） 


