
※下校時刻は学年だよりをご確認ください。 

学校だより ＮＯ．４５７ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月６日   新宿区立愛日小学校 

あいじつ 
 

４月 行事予定 

次の 10 年へ                校 長   佐 藤 郁 子 

 ・鴻池運輸（関西を中心に物流や請負サービスを展開している企業） 

・養老公園（岐阜県にある自然公園） 

・北海道鉄道（北海道で最初の鉄道であり、様々な変遷を経て今はJR北海道となっています） 

唐突ですが、この３つの企業や場所は、愛日小学校と共通点があります。それは、昨年度、創立140周年を迎え

たということです。2020年に140周年を迎えた企業や場所を調べるうちに、やはり100年以上続く会社となる

と、数は相当に絞られてくることが分かりました。鴻池運輸は、「人との絆を大切に、企業や会社の基盤を支えてい

く」ことをモットーに物流を主体に様々な分野に企業展開していました。 

2番目の養老公園は、日本の滝100にも選ばれている「養老の滝」を有する公園です。古くは大正天皇が皇太子

時代に行啓された歴史ある公園で、四季折々の自然が楽しめるだけではなく、近年は子ども向けのスポットも配備さ

れ、老若男女が楽しめる公園になっています。 

北海道鉄道は、正確にいうと、北海道最初の鉄道である官営幌内鉄道（手宮―札幌内）から１４０年を迎えたとい

うことです。幌内鉄道が形を変えながら、JR北海道になり、2016年には北海道新幹線開通となりました。そして、

2030年を目途に札幌まで延伸されるそうです。経営母体は変化しても「北海道鉄道」の進化は続いています。 

さて、本校では、昨年度 65 名の卒業生が巣立っていきました。そして、新たに 10８名の新 1 年生を迎えまし

た。愛日小として、次の10年間の始まりです。児童数も増加の一途であり、３クラスの学年が半分を占め、学校規

模が大きくなっています。また、新型コロナウィルス感染症も未だ終息が見えず、予防対策を講じながらの教育活動

は続きます。今までとは、異なる教育活動へシフトチェンジを図ることとなります。 

その一つとして、新宿区が推進している GIGA スクール構想があります。児童一人一台タブレット配布となりま

す。児童が ICTを活用しながらも自ら学習を調整し、学べることがタブレット学習の強みです。しかし同時に、様々

な社会的な変化を乗り越えるため、他者と協働的に学びをすすめることも重要です。そこにも ICTは活用できます。 

 未来を担う児童が、将来活躍できる大人になれるよう、愛日小のこれからの１０年を見据え、教育活動を展開して

まいります。冒頭に挙げた３つの企業・場所も、自分たちの「理念」を大切にしながら、時代の変化に対応し成長を

遂げ、その地域に根差してきました。愛日小学校も、校訓である「君子は日を愛しみて 以て学び 時に及びて以て

行う」精神を核とし、変容しながら、次の10年へと踏み出します。 

 本年度も、地域・保護者の皆様には、本校への教育活動へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
◆児童の携行品（学習用具）について◆  

児童の荷物の軽減化及びGIGAスクール構想に伴う一人一台タブレット端末配布を考慮し、学校で統一して、児童

の学習用具を一定程度ルール化します。簡単に言うと、学校に置いておく教科書・ノート類が増え、タブレット端末

は毎日持ち帰り、充電をお願いしたいということです。タブレットの配布時期や携行品（学習用具）については、学

年だより・保護者会等でお知らせします。 
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日 曜 朝 学校行事 

１ 木  春季休業日 

２ 金   

３ 土   

４ 日   

５ 月  春季休業日終 

６ 火  始業式 入学式 

７ 水 学級 安全指導 定期健康診断（始） 

８ 木 学級 
発育測定（２、４、６年、若竹） 

給食（始）学級写真撮影 

９ 金 学級 発育測定（１、３、５年） 

１０ 土   

１１ 日   

１２ 月 朝会 対面式 視力（５、６年） 

１３ 火 読書 視力（４年、若竹）避難訓練 

１４ 水 児童 視力（３年） 

１５ 木 学習 耳鼻科検診 １年生給食（始） 

１６ 金 学習  

１７ 土   

１８ 日   

１９ 月 朝会 委員会 視力（１年） 

２０ 火 児童 
開校記念日 尿検査配布 

眼科健診 

２１ 水 読書 １年生を迎える会 尿検査回収 

２２ 木 学習 内科健診（２、４，６年、若竹） 

２３ 金 学習 交通安全教室（１、２年、若竹） 

２４ 土   

２５ 日   

２６ 月 朝会 クラブ 

２７ 火 読書 
内科健診（１、３、５年） 

社会科見学（６年） 

２８ 水 児童  

２９ 木   

３０ 金 学習 聴力（５年） 

毎週火曜日  （原則） 都スクールカウンセラー来校日 

毎週月・金曜日（原則） 区スクールカウンセラー来校日 

４月の目標 

生活 気持のよいあいさつをしよう。 

言葉 「おはようございます」の気持のよい 

あいさつ。 

     

 

行事予定 
＜教員等＞ 

校   長  佐藤 郁子（さとう ふみこ） 
副 校 長  原島 謙一（はらしま けんいち） 
            港区立港南小学校より転入 
１年１組  石川 絵理（いしかわ えり） 
１年２組  町田 利章（まちだ としあき） 
１年３組  橋本亜沙美（はしもと あさみ） 
２年１組  佐藤 泰子（さとう やすこ） 
            区内柏木小学校より転入 
２年２組  杉本 公子（すぎもと きみこ） 
            品川区立城南小学校より転入 
２年３組  武藤 史雄（むとう ふみお） 
３年１組  森  若菜（もり わかな） 
３年２組  宮野原康司（みやのはら こうじ）新規採用 
３年３組  安茂 健 （あんも たけし） 
４年１組  今野 洋寿（こんの ひろとし） 
４年２組  中村 直美（なかむら なおみ） 
５年１組  本村 文香（もとむら ふみか） 
            三鷹市立大沢台小学校より転入 
５年２組  吉田 潤 （よしだ じゅん） 
６年１組  吉田 衣里（よしだ えり） 
６年２組  石山 真理（いしやま しんり） 
            八王子市立長沼小学校より転入 
若竹学級  中嶋寿美江（なかじま すみえ） 
若竹学級  馬場 淳子（ばば  じゅんこ） 
            国分寺市立第四小学校より転入 
若竹学級  百瀬 義哉（ももせ よしや） 
若竹学級  林田 里久（はやしだ りく） 
音楽専科  山本 澄子（やまもと すみこ） 
図工専科  佐久間愛子（さくま かなこ） 
算数少人数 杉山 宙生（すぎやま ひろき） 
養 護   福本 麻里（ふくもと まり） 
            東久留米市立第二小学校より転入 
事 務   並木由美子（なみき ゆみこ） 
学校経営推進委員     原嶋 章浩（はらしま あきひろ） 
非常勤教諭         栗田 麻子（くりた あさこ） 
学習支援員（理科等）   原  廣之（はら ひろゆき） 
学習支援員        松永 亜紀（まつなが あき） 
            区内四谷第六小学校より転入 
講師（体育・若竹）       貞森 裕子（さだもり ひろこ） 
講師    髙橋 啓子（たかはし けいこ） 
講師（家庭科）    利穂 美恵子（りほ みえこ）（新規採用） 
特別支援教室専門員 内田 美津子（うちだ みつこ）（新規採用） 
学校栄養士  文元 淳子（ふみもと あつこ） 

＜主事等＞ 
用務    田村 広海（たむら ひろみ） 
用務    梶田 裕明（かじた ひろあき） 
用務    熊田 貴妃（くまだ たかひ） 
            区内花園小学校より転入 
都スクールカウンセラー  佐野富有子（さの ふゆこ） 
区スクールカウンセラー  山下 典子（やました のりこ） 
若竹介助員 本橋 清子（もとはし きよこ） 
若竹介助員 倉持 由梨（くらもち ゆり）新規採用 
スクールコーディネーター 木部 敬裕（きべ たかひろ） 

◎退職 
副校長   明石 真吾（再任用：新宿区教育支援課） 

主任教諭  和田 英一郎（再任用：区内落合第四小学校） 

伊藤 亜矢子 

主任養護教諭  渡邊 里美 

養護教諭    井熊 理子・岡本 敏子 

特別支援教育専門員  薗 歩美 

◎転出 
主任教諭  若杉 伸一（区内大久保小学校） 

主任教諭  岡島 謙太（府中市立第八小学校） 

主任教諭  小林 真弓（杉並区立済美養護学校） 

教諭    菅野 美紀（町田市立本町田小学校） 

教諭    堺  邦彦（杉並区立三谷小学校） 

用務    宮本 雪子（区内戸塚第二小学校） 

若竹介助  栃  悦子（区内戸塚第三小学校） 

 

令和３年度 愛日小学校体制 

 

ホームページを開設しています。 
http://www.shinjuku.ed.jp/es-aijitsu/index.html 


