
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

平成２９年度 ４月 行事等の予定 
１ 土  16 日  

2 日  17 月 遠足（４年） 視力(３年)  １年給食始 尿検査配布 

3 月  18 火 全国学力調査(６年)  クラブ 視力（２年） 尿検査回収 

4 火  19 水 Ｂ４ 歯科（全学年） 交通安全教室（１年） 

5 水 前日登校（２年、６年） 20 木 校外地区班編成（３h） 内科(2・4・6 年)pm 

6 木 B  着任式 始業式 入学式  21 金 Ｂ  離任式 計測(１年) あいさつ運動終 

7 金 B４  安全指導  大掃除  保健調査票等配布                     22 土  

8 土  23 日  

9 日      24 月 遠足（３年） 視力（１年） まなび始 

10 月 
対面式 あいさつ運動始 給食開始(2～6 年)  専科始 

保護者会(高) 
25 火 Ｃ 落三ギネス 聴力(5 年) 集団下校訓練 尿検査予備日 

11 火 委員会 計測（２～６年） 26 水 Ｂ５ 眼科(全)am 

12 水 視力（６年） 避難訓練 27 木 
１年生を迎える会（朝） 内科(1・3・5 年)pm 

消防写生会（２年／３・４h） 

13 木 視力（５年） 保護者会（中） 28 金 Ｂ５  聴力（２年） 

14 金 保護者会(低） 視力(４年) 29 土 昭和の日 

15 土  30 日           

SC川内先生勤務日（10：15～17：00）…◎印  SC河西先生勤務日（8:30～17：00）…◇

  

                                             平成２９年４月６日  
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              http://www.shinjuku.ed.jp/es-ochiai3/        新宿区立落合第三小学校 

個と集団を高める教育の推進 
校長 新井 正一  

桜をはじめ校地内の草花が新年度を祝うかのように色とりどりの花を咲かせています。 
お子様のご入学、ご進級、おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。今年度は６３名のかわいらしい新

入生を迎え、総児童数３７４名、１２学級で平成２９年度がスタートいたしました。 
さて、今年度は子ども一人ひとりが学ぶ喜びや充実感を味わうことができ、子どもたちの笑顔があふれる学校を

目指し、次の目標を掲げ、その実現に向けて教育活動を進めてまいります。 
落合第三小学校教育目標 
◎みんなと仲よくする子ども 

     ○よく考える子ども 
○身も心もすこやか子ども 

     ○一生けんめいやりとげる子ども 
昨年度は子ども同士の人間関係にやや難しい面が見られました。子どもたちがもっと仲良くなって、楽しく学校

生活に取り組める環境の中でこそ、学ぶ意欲も高まり、授業や行事等に満足感を得ることにつながっていくと考え
ています。そこで、「みんなと仲よくする子ども」を重点目標とし、全教育活動の中でこの目標を意識した指導を展
開してまいります。 
文部科学省が実施している「全国学力・学習状況調査」の質問紙調査結果によると、教科以外の活動にも意欲的な

子どもの国語や算数の学力は高いという結果が出ています。教科の学習とそれ以外の活動との間には相関関係があ
り、教科以外の活動に意欲的であると、その相乗効果で教科の学習にも意欲的であるということになります。 
学校生活では、個と集団が密接に絡み合い、相互に影響を与えています。ちょっと否定的な言動を行う子どもが

いると、周りの子どもたちの何人かが影響を受け、同調してしまうことがあるように、肯定的で良い言動の子ども
が増えれば、学級集団もそのよい影響を受け、より良く変わっていくのは道理であります。単なる所属集団から、準
拠集団へ、そして、凝集性の高い集団に学級を学校を変えていくことで、学校生活すべてに意欲的な子どもの育成
が達成されていきます。この一年、どの子も自分が所属している学級・学校で過ごすことができて良かったと実感
できるように先生方と共に取り組んでいきたいと思っています。そして、学級等の集団の中での自己有用感に基づ
く「自尊感情や自己肯定感（self-esteem）」を高めたいと考えています。また、友達、上級生や下級生、幼稚園児
や中学生など、多くの人と関わる中で、「思いやり」や「優しさ」などの温かな心もはぐくんでいきます。 
もちろん、授業を中心とした様々な教育活動の中で、子どもたちがもっている一人ひとりのよさ（良さ・善さ）や

可能性を見出し、それを伸ばしていく。そんな積み上げができる教育を教職員一同で２９年度も進めてまいります。
今年度も皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

  だより 落三小 



平成２９年度 新宿区立落合第三小学校 

平成２９年４月６日 

１．児童数                               

学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計 

男 女 32 31 38 24 20 36 37 33 28 33 30 32 185 189 

計 63 62 56 70 61 62 374 

学級数 2 2 2 2 2 2 12 

 

２．教職員組織                       ○は学年主任・専科主任・技能長 

校長 新井 正一  副校長 井口 美由紀  教務主幹 鈴木 信成  生活指導主幹 三浦 茂樹 

担任・担当 氏名 担任・担当 氏名 担任・担当 氏名 

１－１ ○尾間 宏美 １－２  杉田 智実 ２－１ ○金谷 陽子 

２－２  東  良枝 ３－１ ○菊池 桂子 ３－２  滝内由美子 

４－１ ○山田 剛史 ４－２  古大工恵子 ５－１   三浦 茂樹 

５－２  ○佐藤 和貴 ６－１ ○鈴木 信成 ６－２  新木菜美子 

算数少人数 吉田 春菜 音楽 ○中田 壽子 図工  小田 麻子 

養護  井上 惠子 まなびの教室 ○田中 文恵 まなびの教室 瀬戸 浩平 

まなびの教室  立野 彩佳 事務主任 渡辺 薫 栄養士 櫻林 良子 

区政推進員 江村 泰訓 講師 飯田 淳 講師 蛯谷 晴美 

学習指導支援員 渡邊 美紀 特別支援教室専門員 片岡 靖子 S コーディネーター 山口 春代 

スクールカウンセラー 川内 瑠衣 スクールカウンセラー 河西 正枝 ＡＬＴ Hany Navarra 

支援員   嶋田 集 支援員   牧野 優佳 支援員   森脇 英輝 

学校図書館支援員 加山 有紀子 放課後学習支援員 岩崎 由美子   

学校用務（委託） 高橋工業（株） 佐藤 昌一  小林 大祐  安永 ゆり子 

学校施設管理（委託）シルバー人材センター  山田 三喜男  岡本 隆  小寺 眞一 

学童擁護（委託）シルバー人材センター 坂東 修治  富田 吉子  岡本 隆  

学校安全管理（委託）シルバー人材センター 山根 純一  寺嶋 勇  大久保 祥子 

給食調理（委託）協立給食（株）  図書館司書（委託）（株）図書館流通センター 

 

 

 

平成２９年度 教職員の異動 

 
◇転出等                        ◇転入等 

教 諭  藤本 千紘  退  職          主任教諭  金谷 陽子    中野区立大和小学校より 

教 諭  君塚 惇   任期満了          教 諭  立野 彩佳    新規採用 

用務主事 加藤 美幸  新宿区立西戸山中学校へ  学習指導支援員   渡邊 美紀   新規採用 

用務主事 白石 雅志  新宿区立牛込仲之小学校へ    栄養士  櫻林 良子    新規採用 

用務主事 佐藤 茂子  退  職          特別支援教室専門員  片岡 靖子     新規採用 

特別支援教室専門員  早川 知都   退  職                支援員  牧野 優佳   新規採用 

栄養士  小川 真弓  退  職         支援員  森脇 英輝   新規採用 

学習指導支援員  紺野 大輔  任期満了        

支援員  山岸 勇輝  任期満了 

支援員  粟野 紘平  任期満了 

＊本校は、平成 29 年度から用務業務委託校となりました。髙橋工業（株）より３名が従事しています。 


