
 

            新年度 よろしくおねがいいたします 
  校長 牧野 陽一郎 

お子様のご入学、ご進級、誠におめでとうございます。 

平成３０年度、本校にとっては、開校４０周年の一年が始まりました。 

本日の始業式、入学式に、子供たちは元気よく登校してきました。その姿を、今年度も始まる

のだなという実感と共に、とても嬉しい気持ちで迎えることができました。 

本校の子供たちのために、教職員一同、全力を尽くす所存ですので、どうぞ、よろしくお願い

いたします。 

 

＜本校の「教育目標」＞ 

 ◎よく考え、進んで行動する子ども（本年度の重点目標） 

 ○仲よく助け合い、よく働く子ども 

 ○健康でたくましい子ども 

この教育目標を達成するために以下のことを大切にします。 

 

「学びのある学校」そして「全てのものを大切にする学校」 

   学校は、子供たちの人格形成の場です。 

「知」「徳」「体」をバランスよく、そしてタイミングよく育んでいきます。 

本校の教育目標の実現のため、「学力の向上」「体力の向上」「インクルーシブ教育」の充実

を図る様々な教育活動を展開していきます。 

また、我々を取り巻く全てのものに「感謝」と「尊重」の意識をもち、特に次の五つのものを大切

にする子供を育んでいきます。 

〇人を大切に  〇時間を大切に  〇物を大切に  ○元気なあいさつ  ○常に笑顔で 

 

目指す子供の姿 

まさに「教育目標」に掲げている子供の姿、そのものです。 

「心」と「体」が健康であり、「あいさつ」が元気よく、いつも「笑顔」の子供たちを育んで

いきたいと考えています。 

 

学校として努力すること 

  学校で日々子供たちを支えるのは、教職員です。 

その中でも教師は「教師の生命線は授業である。」という考えのもと、愛情をもって子供に接すれ

ば、子供は変わります。子供たちが変われば、学校がよりよい方向に変わります。私たち教師及び

教職員は、子供たちのために自己の人間性、教育観を高めるために、日々研鑽に励んで参ります。 

「教師が変われば授業が変わる」 

「授業が変われば子供が変わる」 

「子供が変われば学校が変わる（さらに良くなる）」 

さまざまな対応については、「スピードは誠意」の意識のもと、実行していきます。 

 

今日から始まる新年度、われわれ教職員一同、お子様たちを全力で指導・支援してまいります。 

今年度も、保護者、地域の皆様のご理解、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 
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 職員の異動   

☆ 退職・転出                  ☆ 転入・新規採用  

市事務             原田 恭子  (退職)           養護教諭  佐藤 弥湖(八王子市立山田小学校より)  

教 諭   高柳絵梨香   (任期満了)          主任教諭   高橋 友紀(はばたき巡回指導員) 

教  諭  神川 麻里(はばたき巡回指導員)                             教  諭             梶原富美子  (任期満了)         

教  諭    田村美佐子    (任期満了)      教  諭    吉野 愛理(はばたき巡回指導員) 

ＡＬＴ     山田 悦子   （任期満了）         教  諭  内藤 翔一(新規採用)                                                                          

主幹教諭   渡邉 弘樹                 教  諭   熊本  幸代(産育休代替教員) 

教  諭  中村   勇介(産育休代替教員)        （東久留米市立本村小・副校長昇任）           

養護教諭    根尾真弓  (武蔵野市立第五小へ)     特別支援教室専門員 徳田 美嘉（新規採用）      

ＳＳ        君島 葉子  (国立五小・六小へ)   Ｓ   Ｓ  川上 陽子（国立一小より） 

ＳＳ        河原 未来  (国立六小へ)                  Ｓ  Ｓ   吉元ミイ子（国立五小より）                                    

学校司書   四沢浩美   (国立一小へ)         学習支援員     高野 直子                            

学校司書      成田 和子(国立七小より)       給食配膳員  渡辺ノリ子  (国立三小へ)        

市事務        高橋 朝美(新規採用)                                                                                                                                                                                                              

                   給食配膳     原田亜希子(新規採用) 

子供と家庭の支援員     田村美佐子(新規採用) 

スクールサポートスタッフ中村みどり(新規採用) 

 

                 本年度の職員構成    （＊印：学年・学級・専科主任） 

校 長  牧野陽一郎      図 工   北岡ひとみ    特支指導員   徳山 孝子 

副校長  松本竜太郎      音 楽   伊東 由＊    特支指導員    向井知佳子 

さくら１ 山嵜 菜央      算数少人数 清水 麻衣    特支指導員   髙坂由美子 

さくら２ 山﨑 忠彦＊        養 護   佐藤 弥湖        用務主事  臼井 育生 

さくら２ 中村勇介（育休代替）     はばたき巡回指導員    高橋 友紀                 用務主事  鈴森 才成                   

１－１  齋藤眞理子＊     はばたき巡回指導員    神川 麻里         ＡＬＴ    栗城 明子 

１－２    亀井 信也                  はばたき巡回指導員    吉野 愛理                 ｽﾏｲﾘｰｽﾀｯﾌ         川上 陽子 

２－１    松原 和美＊     育 休   野辺地美鳥       ｽﾏｲﾘｰｽﾀｯﾌ      吉元ミイ子 

２－２  内藤 翔一                 育 休   石村 広子                    ブロックリーダＳＳ     森岡 浩美 

３－１  入江万奈未＊     スクールカウンセラー   浜田 雅子    学習支援員 高野 直子 

３－２  熊本 幸代（育休代替）   講 師   山本ゆかり       ICT 支援員             小松 信治                          

４－１  日浦由紀子＊     講 師   南葉 洋平    給食配膳員  南 敦子 

４－２  岩月 尊之            講 師   三浦 良江    給食配膳員  原田亜希子 

５－１  本名 隆浩          特別支援教室専門員 徳田 美嘉           警 備    熱海 淳二 

５－２  伊東麻由香＊     都事務   幸島 裕子                                                            警           備        長崎 節文 

６－１  根本亜希子       市事務   高橋 朝美     警 備              髙原 直幹 

６－２  平野 公隆＊      学校司書  成田 和子 

  ４月の行事予定   

生活指導「元気にあいさつをしよう」「時間を守ろう」 

6日(木)  【特別時程】午前授業、始業式、入学式 

9日(月)  【特別時程】午前授業、安全指導 

10日(火)  給食(始・さくら・2～6年)、身体計測 

11日(水)         視力検査（全） 

保護者会（全体会～さくら・１・２・３年） 

12日(木)  対面式、総合体験学習（さくら・3年） 

13日(金)  委員会活動  

16日(月)  保護者会(全体会～４・５・６年) 

17日(火)  地域訪問①、聴力検査(さくら・１～３・５年生) 

      全国学力学習調査(6年) 

 

18日(水) 【特別時程】午前授業、尿検査  

      １年生を迎える会 

19日(木)  地域訪問②、内科健診(456年) 

20日(金)  地域訪問③、委員会活動 

21日(土) 【特別時程】午前授業、学校公開 

      セーフティ教室、避難訓練 

23日(月)  地域訪問予備日、社会科見学(4年) 

24日(火)  消防写生会 

26日(金)  1年生給食開始 

内科健診(さくら、123年) 

27日(金)  クラブ活動 

29日(日)  昭和の日 

30日(月)  振替休日 
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