
〔 職 員 の 定 期 異 動 〕  

 

＜退職＞平成 31 年 3 月 31 日 

主幹教諭   中家 恵美  

 

＜転入＞平成 31 年 4 月 1 日 

主任教諭   杉山 聡（板橋区立板橋第六小学校から） 

学習指導支援員   大久保 茉理 

 

          学校だより……４９１号 

〔平成 31 年度  教職員組織〕 

校長 竹村 郷 教育支援員 後藤 紗世 

副校長 庖刀 由利子 講師 大栁 秀子 

1 年 1 組 石倉 都 講師 髙橋 由起子 

1 年 2 組 佐伯 雅子 講師 佐々木 昌子 

2年 1組(主幹) 平川 智晴 ｽｸｰﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 水上 真理 

2 年 2 組 寺田 那月 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(都) 市原 千絵 

3年 1組(主任) 曽我 明香 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(区) 島崎 理 

4年 1組(主任) 矢沢 悠子 学校図書館ｽﾀｯﾌ 鶴田 美妃 

4 年 2 組 宮良 杏子 用務(髙橋工業) 髙橋 久美子 

5年 1組(主任) 細小路 幸剛 用務(髙橋工業) 寺島 直人 

6年 1組(主幹) 新保 有希子 安全指導員 山下 一志 

少人数指導 中澤 純一 安全指導員 村山 眞 

音楽(主任) 星  悦子 安全指導員 渡邊 正輝 

図工(主任) 杉山 聡 交通指導員 鈴木 千都子 

養護(主任) 堀内 縁 交通指導員 河野 敬一 

事務 木村 ゆり 交通指導員 原田 隆子 

学習指導支援員 大久保 茉理 交通指導員 田中 照子 

特別支援教室専門員 堀江 苺 施設管理員 中山 信孝 

学校栄養士 太田 晶生 施設管理員 鈴木 進 

教育支援員 櫻井 亜矢子 施設管理員 小髙 基弘 

  ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ 白濱 貫治 

 

 
                          
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

落 六 

 

平成３１年４月８日 
http://www.shinjuku.ed.jp/es-ochiai6/index.html 
        新宿区立落合第六小学校 

                  順風満帆 
竹村 郷 

 春の陽ざしをいっぱいに浴びた校門の桜の白は、実にすがすがしい気持ちにさせてくれます。この春に、４７

名の愛すべき卒業生を送り出し、この度愛らしい新入生を迎え、平成３１年度(令和元年度)の新たな船出です。

ご入学、ご進級、誠におめでとうございます。 

 さて本校は、現在とこれからの社会につながる力を養う教育を重点的に取組んできました。これは、本校がめ

ざす教育のゴールが、子どもたちを取り巻く教師や保護者や地域も関わって、「みんなが楽しみと思える未来を

創造していく」ことにあります。それに向けて、「ともに考え、ともに学び、ともに生きる」ことを今年度から

のテーマとしました。本校はこれまでも、表題とした「順風満帆」という言葉のように、地域や保護者の皆様方

のご支援(追い風)を受けて、未来に向けてぐんぐんと進んでいるように思えます。これからさらに他からの追い

風を受け、めざしているゴールに近付くために、文部科学省から教育課程特例の実践研究校として認めていただ

きました。ますますダイナミックに展開するとともに、全国に向けて発信してまいりたいと思っています。 

 一例として、「子どもが企画し総選挙を経て行先を決めて行うおちろく班全校遠足」「子どもが課題(願い)を

見つけ、大人を巻き込み、プロセスや手段を考え価値を創造するプロジェクトを行うおちろく DASH」「考えてい

ることや思いを開放し、コミュニケーションや価値の創造につなげるグラフィック・レコーディング」など、本

校の特色ある教育活動をまとめ、本校では「みらい科」と位置づけ、取組の中核としています。これらのことを

手掛けてから今年度が３年目となりました。今後、皆様の参画をさらに募ってまいります。 

 

  

  

離任式のお知らせ 

5月 10日(金)5校時(13:20～14:05)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。 

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  



今年度から水曜日のお昼に集会を行います。 
全校朝会・朝読書・読み聞かせは 8 時 25 分～8 時 35 分 
となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

日 曜 行事など 

８ 月 始業式・入学式 

９ 火 全)定期健康診断始 身体測定(全) 
給食始 安全指導 
あいさつ運動(6 年 9 日～12 日) 

10 水 聴力検査(全) 委員会(5･6 年) 

11 木 専科始 耳鼻科健診(全) 

12 金  

13 土  

14 日  

15 月 全)対面式 1 年給食始 
あいさつ運動(5 年 15 日～19 日) 
保護者会(4･5･6 年)        Ｂ時程 

16 火 避難訓練 ＰＴＡ新旧合同委員会 

保護者会(1･2･3年)        Ｂ時程 

17 水 腎臓検診(全) クラブ(4･5･6 年) 

18 木 全国学力・学習状況調査(6 年) 
家庭訪問・個人面談  Ｂ時程(5 時間授業) 

19 金 １年生を迎える会 歯科検診(1･2･3 年) 

家庭訪問・個人面談② Ｂ時程(5 時間授業) 

20 土  

21 日  

22 月 全)視力検査(1･2 年) 

家庭訪問・個人面談③  Ｂ時程(5 時間授業) 

23 火 視力検査(3･4 年) 色覚検査(4 年希望者) 

家庭訪問・個人面談④  Ｂ時程(5 時間授業) 

24 水 視力検査(5･6 年) 前期委員会発表集会 
クラブ(4･5･6 年) 腎臓検診予備日 
家庭訪問・個人面談⑤ Ｂ時程(5 時間授業) 

25 木 読)眼科検診(全) 

26 金 歯科検診(4･5･6 年) ＰＴＡ総会 

27 土  

28 日  

29 月 昭和の日 

30 火  

≪平成 31 年度 主な年間行事予定≫ 

  

【1学期】（始業式 4/8～終業式 7/19） 

 

 

4/8 (月) 入学式 第 1 学期始業式 
4/15(月)・4/16(火) 保護者会 
4/18(木)～4/24(水) 家庭訪問・個人面談 
5/10(金) 離任式 
5/25(土) 運動会 
5/27(月)  振替休業日  
6/18(火) 水泳指導始 
6/20(木)～6/22(土) 学校公開日 
6/22(土) 音楽鑑賞教室(早稲田フィル) 
6/28(金)・7/1(月) 保護者会 
7/13(金) チャレンジ水泳教室 
7/19(金) 第 1 学期終業式 
7/30(火)～8/1(木) 女神湖夏季施設(5年) 

 

 

【2 学期】（始業式 8/26～終業式 12/25） 

 

 

8/26(月) 第 2 学期始業式 
8/28(水) 引き渡し訓練 
8/30(金) 伊那移動教室説明会 
9/ 6(金) 水泳指導終 
9/12(木)～9/14(土) 学校公開日 
9/13(金) 道徳授業地区公開講座 
9/18(水)～9/20(金) 伊那移動教室(6 年) 
10/11(金) おちろく班遠足 
11/8(金)・11/9(土) 学芸会 
11/11(月) 振替休業日 
11/25(月)～11/29(金) 個人面談 
12/13(金) マラソン大会 
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(水) 第 3 学期始業式 
2/17(月)・2/18(火) 保護者会 
2/29(月) オープンスクール 
3/ 2(月) 振替休業日 
3/24(火) 修了式 
3/25(水) 卒業式 

＊5 月の主な行事予定＊ 

＊4 月の行事予定＊ 

本年度より生活時程が変わります。  
詳しくは別紙でご確認下さい。  

６日(月)   開校記念日(61 周年) 

１０日(金) 離任式 

２５日(土)  運動会 

２７日(月) 振替休業日 

２８日(水) 集団下校 
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