
〔 職 員 の 定 期 異 動 〕  

 

＜転出＞平成 30 年 3 月 31 日 

主任教諭  平尾 雅彦 （八王子市立東浅川小学校へ） 

主任教諭  長野 千夏子（新宿区立戸塚第一小学校へ） 

教諭    髙橋 理奈 （足立区立興本扇学園へ） 

用務主事  首代 進吾 （江東区立深川第七中学校） 

 

 

＜転入＞平成 30 年 4 月 1 日 

主任教諭  矢沢 悠子 （板橋区立志村小学校）  

主任教諭  細小路 幸剛（杉並区立堀之内小学校） 

教諭    中澤 純一 （新規採用） 

教諭    宮良 杏子 （新規採用） 

 

          学校だより……４８０号 

〔平成 30 年度  教職員組織〕 

校長 竹村 郷 講師 大柳 秀子 

副校長 庖刀 由利子 ｽｸｰﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 大久保 京子 

1 年 1 組 佐伯 雅子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(都) 前澤 眞澄 

1 年 2 組 寺田 那月 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(区) 島崎 理 

2 年 1 組 石倉 都 学校図書館ｽﾀｯﾌ 鶴田 美妃 

3年 1組(主任) 矢沢 悠子 用務主事 髙橋 久美子 

3 年 2 組 宮良 杏子 用務主事 廣瀨 洋一 

4年 1組(主任) 細小路 幸剛 安全指導員 山下 一志 

5年 1組(主任) 新保 有希子 安全指導員 村山 眞 

6年 1組(主幹) 平川 智晴 安全指導員 渡邊 正樹 

6 年 2 組 中澤 純一 交通指導員 矢次 ナルミ 

少人数指導(主任) 曽我 明香 交通指導員 河野 敬一 

音楽(主任) 星  悦子 交通指導員 鈴木 千都子 

図工(主幹) 中家 恵美 交通指導員 原田 隆子 

養護(主任) 堀内 縁 施設管理員 中山 信孝 

事務 木村 ゆり 施設管理員 鈴木 進 

学習指導支援員 髙橋 由起子 施設管理員 佐藤 利彦 

特別支援教室専門員 堀江 苺 ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ 折原 利幸 

学校栄養士 太田 晶生   

教育支援員 櫻井 亜矢子   

＊泉晶生栄養士はご結婚され、太田晶生栄養士に変わりました。 

                          
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

落 六 

 

平成３０年４月６日 
http://www.shinjuku.ed.jp/es-ochiai6/index.html 
        新宿区立落合第六小学校 

うららかな一年に 
校長 竹村 郷 

厳しい冬をこえて、春を彩る筆は、町を鮮やかに染め上げていきます。ご入学、ご進級おめでとうござい

ます。私たち教職員は、新たな出会いとこれから子どもたちとつくる学校生活に期待への胸をふくらませて

います。 

さて落合第六小学校は、今年度で満六十歳を迎えます。これまでたくさんの卒業生を輩出し、地域や卒業

生からも愛されてきた本校が、人間でいうと還暦という年を迎えることは、感慨深いものがあります。また、

今年度は新一年生が４４名、２クラスとなります。これで新３年、６年とともに、半分の学年が２クラスと

なり、年々増え続ける子どもたちとともにお祝いができることは大きな喜びです。 

 本校はこれまで、これからの社会に適合する教育の改善に取組んできました。そのために、大幅にカリキ

ュラムを捉えなおし、子どもたちが自ら学ぶ学習(主体的な学び)に向けたアプローチをつくり、学習するこ

とやしたことを「見える化」するなど対話する機会(対話的な学び)を大切にし、社会で人と協調や協働して

主体的に生き抜く力を身に付けること(深い学び)を展開してきました。今年度もさらにこの流れを加速して

いきます。しかし、ここに掲げたことは、短期間取り組んだぐらいでは、なかなかものになってはくれませ

ん。それでも、これらの取組を内外に示すことによって、保護者や地域の皆様をはじめ、企業を含む各種機

関から多くのご支援をいただけるようになりました。それに伴い、子どもたちの育ちも明らかに実感できる

ようになってきています。 

 うららかな気候のもとでは、木々は葉を伸ばし、作物は収穫に向けた準備を着々と進めていきます。また、

蜂や蝶などの生き物が飛び交い、躍動する季節でもあります。本校も、いよいよ取組の成果が少しずつ表れ

出す１年となると期待しています。うららかな季節を迎える本校に、皆様どうかご期待いただくとともに、 

ご協力をお願いいたします。 

 

 

離任式のお知らせ 

4月 27日(金)5校時(13:35～14:20)に離任式があり

ます。異動された方々とのお別れとなります。 
ぜひ、保護者の皆さまもご参加ください。 



＊朝会の内容については以下の通りです。 
全）全校朝会  お）「おちろく班」遊び 
体）体育朝会  読）朝読書、読み聞かせ  
音）音楽朝会  その他は朝学習となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

日 曜 行事など 

６ 金 始業式 入学式 

７ 土  

８ 日  

９ 月 定期健康診断始 身体測定(全) 

10 火 全)対面式 給食始(2～6 年) 専科始  

安全指導 

11 水  聴力検査(4･5･6 年) 

12 木 読)聴力検査(1･2･3 年) 委員会(5･6 年)5h 

保護者会(4･5･6 年)      水曜時程 

13 金  集合写真撮影 避難訓練 視力検査(4･5･6 年) 

保護者会(1･2･3年) 入学前プログラム（１年） 
PTA新旧合同委員会             Ｂ時程 

14 土  

15 日  

16 月 全)1 年給食始 あいさつ運動(5-1)（～20 日） 

色覚検査(4 年)          水曜時程 

17 火 全国学力・学習状況調査(6 年)  

聴力検査(1･2･3 年) クラブ活動(4･5･6 年) 

18 水 腎臓検診(全) 

19 木 お)１年生を迎える会 耳鼻科検診(全) 

家庭訪問① Ｂ時程(5 時間授業) 

20 金 体)歯科検診(全) 家庭訪問②  

Ｂ時程(5 時間授業) 

21 土  

22 日   

23 月 全)家庭訪問③ Ｂ時程(5 時間授業) 

24 火 家庭訪問④ Ｂ時程(5 時間授業) 

25 水 運動会特別時間割始 腎臓検診予備日 

家庭訪問⑤ 

26 木 読)眼科検診(全)  

27 金 音)歯科検診(4･5･6 年) 離任式(2～6 年) 

28 土  

29 日 昭和の日 

30 月 振替休日 

≪平成 30 年度 主な年間行事予定≫ 

  

【1学期】（始業式 4/6～終業式 7/20） 

 

4/6 (金) 入学式 第 1 学期始業式 
4/12(木)・4/13(金) 保護者会 
4/19(木)～4/25(水) 家庭訪問 
4/27(金) 離任式 
5/19(土) 運動会 
5/21(月)  振替休業日       
6/7(木)～6/9(土) 学校公開日 
6/9(土) 音楽鑑賞教室(早稲田フィル) 
6/11(月) 振替休業日 
6/19(火) 水泳指導始 
7/ 2(月)・7/3(火) 保護者会 
7/13(金) チャレンジ水泳教室 
7/20(金) 第 1 学期終業式 
7/23(月)～7/25(水) 女神湖夏季施設(5 年) 

 

【2 学期】（始業式 8/27～終業式 12/25） 

 

8/27(金) 第 2 学期始業式 
8/29(水) 引き渡し訓練 
8/31(金) 伊那移動教室説明会 
9/ 7(金) 水泳指導終 
9/12(水)～9/14(金) 伊那移動教室(6 年) 
9/20(木)・9/21(金) 保護者会 
9/20(木)～9/22(土) 学校公開日 
9/21(金) 道徳授業地区公開講座 
10/6(土) 60 周年記念行事 
10/9(火) 振替休業日 
11/8(木)～11/10(土) 展覧会 
11/12(月) 振替休業日 
11/16(金) おちろく班遠足 
11/26(月)～12/3(月) 個人面談 
12/25(火) 第 2学期終業式 

 

【3 学期】 （始業式 1/8～卒業式 3/25） 

 

1/ 8(火) 第 3 学期始業式 
2/18(月)・2/19(火) 保護者会 
2/18(月)～2/22(金) 校内漢字検定週間 
2/22(金) マラソン大会 
3/ 2(土) オープンキャンパス 
3/22(金) 修了式 
3/25(月) 卒業式 

＊5 月の主な行事予定＊ 

＊4 月の行事予定＊ 

４月の生活目標 
学校のきまりを守ろう  

元気にあいさつをしよう  

６日(日)   開校記念日(60 周年) 

１９日(土)  運動会 

２１日(月) 振替休業日 

２３日(水) 集団下校 
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