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４月の行事予定 

1 火  

2 水  

3 木  

4 金  

5 土 春季休業日終 

6 日  

7 月 新任式 始業式 入学式 

8 火 安全指導 

9 水 給食始 定期健康診断始 計測 2～6 年 

10 木 保護者会 4,5,6 年,柏葉 視力検査 4 年 

11 金 
保護者会 1,2,3 年 視力・聴力検査 3 年 

ぎょう虫検査配布 

12 土  

13 日  

14 月 全校朝会 委員会活動 歯科健診 4,5,6 年 

15 火 
1 年生給食始 １年生を迎える会 2 校時 

視力・聴力検査 5 年 ぎょう虫検査回収 

16 水 
歯科健診 1,2,3 年,柏葉  

腎臓健診（尿検査キット）配布 

17 木 
体育朝会 掃除なし時程 避難訓練 

ＰＴＡ総会 

18 金 
離任式５校時 腎臓健診（尿検査キット）回収 

ＰＴＡ歓送迎会 

19 土  

20 日  

21 月 全校朝会 クラブ活動 内科健診 1,2,3 年,柏葉 

22 火 
全国学力調査 6 年 5 時間授業  

計測 1 年，柏葉 保護者との情報交換 

23 水 視力・聴力検査 2 年 

24 木 遠足 5 年 視力・聴力検査 1 年，柏葉 

25 金 
掃除なし時程 交通安全教室 1 年 

腎臓健診（尿検査キット）回収２回目 

26 土  

27 日  

28 月 全校朝会 委員会活動 

29 火 昭和の日 

30 水  

４月の生活目標  

柏木小の学校生活のきまりを守ろう。 

   

４月号 

第２０２号 

平成２６年 

４月７日発行 

 

新年度を迎えて 
                        校長 佐藤 郁子 

校庭の美しい桜と爽やかな風が子どもたちの入学

や進級を祝ってくれているようです。この４月、前

任の斎藤等校長先生の後を受け、本校校長に着任い

たしました佐藤  郁子と申します。本校の教育活

動をより一層充実・発展させるために、教職員一同

は、「チーム柏木」を合い言葉に、全力を尽くして

まいります。 

本年度は区より「地域協働学校準備校」の指定を

受け、今後準備を進めてまいります。地域協働学校

とは、「学校、保護者、地域が一緒になって、子ど

もたちの豊かな学びの環境をつくっていく仕組み」

のことです。地域の公立学校として、地域の子ども

を、保護者・地域の方とともにはぐくみ、やがて地

域の次代を担う人材育成につなげることは大切な役

割です。 

 子どもたちは、人とのかかわりの中で成長してい

きます。子どもだけではなく、私たち大人も周囲と

かかわり、協働しながら、物事を成し遂げていきま

す。まずは、子どもたちのために、私たち大人がど

のような「協働」ができるのか―教職員と教職員、

保護者と学校、地域と学校、さらには、保護者・地

域・学校―を「学校運営協議会」の委員の皆さまと

共に考え、取り組んでまいります。 

また、子どもたちが安心・安全に登校できるよう

に、これまでもいじめ防止等に取り組んでまいりま

したが、より一層の推進を図るために、対策委員会

を立ち上げました。詳しくは、保護者会でご説明を

しますが、全教職員が子どもたちの様子に気を配り、

いじめの早期発見・早期対応を行っていきます。そ

の一環として、３年生・５年生の全児童にスクール

カウンセラーの面接を実施します。どちらの学年も

友達関係が変化を迎える頃です。スクールカウンセ

ラーと一人一人顔を合わせることにより、子どもた

ちがより相談しやすい環境をつくっていきます。 

学年の副担任制や３年生以上の理科と社会におけ

る教科担任制、全学年における音楽・図工専科(ただ

し、１年生の音楽は週１回担任です。)、算数における尐

人数制や TT 指導等、全教職員の目で、全児童を指導

し、はぐくんでいく体制で取り組んでまいります。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 



 

 

                       １年担任  牛込 二葉  井出 紘貴  岩下 初恵 

 
本日、１組２８名、２組２８名、柏葉学級３名、計５９名の子どもたちが新一年生として柏木小学校

に入学しました。毎日の学校生活が楽しく送れるよう、担任をはじめ学校職員一同サポートして参りま
す。新６年生は一年生の頼れるお兄さん、お姉さんとして朝や掃除の時間、休み時間にお世話をしに行
きます。最上級生として良きお手本となれるよう、こちらも支援していきます。 

また、２年生以上の学年も新学年に進級し、新たな気持ちで登校します。保護者の方々、地域の方々
にはこれまで同様、本校の児童の取り組みや成長を温かくお見守りいただきますよう、よろしくお願い
申し上げます。 

 ＜平成２６年度 教職員の異動＞ 

□退職・転出  校  長   齋藤 等   世田谷区教育委員会事務局教育指導課長へ 

主任養護教諭    神田 美江  退職 

        教  諭   加賀谷 恭子 退職 

        教  諭   新井 智子  練馬区立光和小学校へ 

        教  諭   田中 優子  退職 (福岡県講師へ) 

        教  諭   藤崎 太一  東久留米市立南町小学校へ 

育休代替教諭  島田 大輔  練馬区立橋戸小学校期限付教員へ 

        区栄養士   山岡 恵美  退職 

□転入・復帰  校  長   佐藤 郁子  新宿区教育委員会事務局教育支援課統括指導主事より 

        主任教諭   安部 剛史  ニューデリー日本人学校より 

        主任教諭   岩下 初恵  都立墨東特別支援学校より 

主任養護教諭  渡邉 里美    新宿区立四谷第六小学校より 

         教  諭   根岸 絵里  品川区立小山台小学校より        

        教  諭   坂本 敬紘  新宿区立市谷小学校期限付教員より 

        都栄養士   内村 あかり 墨田区立花中学校より   

         教  諭   大澤 圭子  育児休業より復帰 

        講  師   吉永 みどり (１・２年図工) 

《平成２６年度教職員一同》                    ◎主幹 ○学年主任 

校長        佐藤 郁子(ﾌﾐｺ) 副校長       越田 邦彦 

○１－１      牛込 二葉(ﾌﾀﾊﾞ) １－２       井出 紘貴(ｺｳｷ) 

音楽・１年副担   関谷 綾音 日本語・１年副担  大澤 圭子 

○２－１      安部 剛史(ﾀｹｼ) ２－２       内山 沙紀 

養護・２年副担   渡邉 里美(ｻﾄﾐ) 区講師・２年副担  井本 奈緒 

３－１       坂本 敬紘(ﾀｶﾋﾛ) ○３－２      小峯 容子 

非常勤教員・３年副担任・理科  鈴木 秀雄 ○算数尐人数    伊東 あゆみ 

４－１       髙橋 あゆ ４－２       村石 龍樹(ﾀﾂｷ) 

○５－１      髙橋 紀夫 ５－２       根岸 絵里 

◎○６－１     須賀 繭美 ◎図工・教務主幹・５年副担 宍戸 恵吾 

６－２       荒牧 秀人 区講師・家庭科・６年副担  柳 知子 

柏葉低学年     岩下 初恵 ○柏葉中学年    笠原 良香(ﾘｮｳｺ) 

柏葉高学年     宗像 絵里奈 柏葉講師      村上 陽子 

事務        渡辺 浩 都正規栄養士    内村 あかり 

事務補助      宮原 美佐子 用務主事      早川 尚宏 

用務主事      二見 和子 再任用用務主事   近藤 マリ子 

講師(1,2算・1国・6-1英)藤野 淳子(ｱﾂｺ) 講師(1,2年図工)   吉永 みどり 

講師(2,3音楽)        粟野 りえ子 特別支援教育推進員 中根 英里 

特別支援教育推進員  室田 博之 特別支援教育推進員  福田 有紗 

区費ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(木金) 青沼 知代(ﾁﾖ) 都費ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(火) 常松 純子 

ｽｸｰﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ    山賀 順子 介助員  曽我 雄高 ・ 菅野 富夫 

柏葉介助員  田村 せつ子・山岡 智・中山 三恵子・岡本 優輝・岡本 昌紀    

 


