平成２９年度

新しく御成門小学校へ来られた先生を紹介します！

教職員組織（４月６日現在）

●校長・副校長・主任
校 長
和田 京子
副校長
三柴 祐子
教務主任
川西 洋介
生活指導主任
原田 牧子
研究主任
町田 真由美
保健主任
大竹 千登勢
ことばときこえ主任
工藤 比佐代
●学級担任（＊学年主任）
1組
２組
1組
２組
第１学年
望月 まり子＊
瀧元 沙祈
第２学年
町田 真由美＊
高井 周子
第３学年
雨海 知裕
大阿久 孝子＊
第４学年
原田
緒方 理子＊
大野 牧子
航
第５学年
大野 航
岩切 あゆみ＊
第６学年
川西 洋介＊
吉村 徹志
●ことばときこえの教室・専科・少人数指導・保健・事務・給食・はなみずきルーム専門員
ことばときこえ 工藤 比佐代、櫛原 裕子、津村 千紗、今岡 駿、後藤 亜紀子(育休代替)岡 愛香(育休)
音 楽
図画工作
田村愛香
直美
算数少人数
市川 倫子
、東櫛原素子
裕子、 工藤
比佐代、 岡
養 護
大竹 千登勢
事 務
田中 俊夫
事務補助
宇佐美 順
民間調理委託・ﾁｰﾌ
栄養士
日吉 恵美
大野 吉信
はなみずきルーム
藤沢 敦子
●講 師
長岡 季和
都費講師
区費講師
青木 恵美子、 高野 静香、 鈴木 宣子
ＲＡＳ（リーディング・アドバイザリー・スタッフ）
清水 智美
ＮＴ（ﾈｲﾃｨﾌﾞ･ﾃｨｰﾁｬｰ） ブリｱナ ポラード、レイラ ラーシー
●用務主事 清水 聡美
●スクールカウンセラー
吉川 健史
菱田 容子
栗田 敏春
福谷 徹、塚田 麻里子
●学校医・薬剤師
岳 マチ子（内科）
味木 幸（眼科）
阿部 悦子（耳鼻咽喉科）
長井 博昭（歯科）
清水 晴子（薬剤師）
清水 精一郎（薬剤師）

《 教職員の異動のお知らせ 》
●転 入
●転 出
副 校 長 三柴 祐子 港区教育委員会より
主任教諭 本間 美里 世田谷区立駒沢小学校へ
主任養護教諭 大竹 千登勢 港区立南山小学校より
主任教諭 篠原 優子 港区教育委員会へ
主任教諭 雨海 知裕 足 立 区 立高 野 小学 校 より
教
諭 入来 祐有 江東区立扇橋小学校へ
教
諭 髙井 周子 板橋区立志村第一小学校より
●退 職
臨時任用教諭 後藤 亜紀子 武蔵野市立桜野小学校
副 校 長 芳賀 和彦
教
諭 今岡 駿 新規採用
主幹教諭 大阿久孝子（本校再任用）
用務主事 栗田 敏春
主任教諭 上村 玲子
都費講師 長岡 季和
養護主任教諭 佐藤 雅子
区 講 師 青木 恵美子
用務主事
大木 康弘
区 講 師 高野 静香
区 講 師 鈴木 宣子
≪氏名変更のお知らせ≫

池田倫子は市川倫子に、近藤牧子は原田牧子に氏名変更いたしました。ご承知おきください。
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三柴 祐子

でおります。港区教育委員会で勤務する前は、杉並区で教員をし

港区立南山小学校からきました。大竹千登勢です。南山小学校は
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ていました。子供たちが「明日も学校へ行きたいな」と思える学

小さい学校でしたが、
御成門小学校はたくさんの子供たちがいるの

校を、保護者や地域の皆様と一緒に作っていきたいと思います。
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で、皆さんに会うのが楽しみです。

子供たちのために精一杯がんばりますのでどうぞ、よろしくお願
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よろしくお願いします。

いします。
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雨海 知裕先生

（板橋区立志村第一小学校）

（足立区立高野小学校）

きれいな桜に迎えられ御成門小学校に来ることができ、
本当に嬉し
く思います。季節の移り変わりを子供たちと楽しみ、互いに認め合
える関係を子供たちと一緒に作っていきたいです。
これからどうぞ
よろしくお願いします。
いまおか

う かい

高井 周子先生

板橋区からきました髙井周子です。
昔から大好きな東京タワーと

今岡

皆さんが心も体も大きく成長していかれるようお手伝いします。

足立区立高野小学校から来ました。雨海智裕といいます。御成門
小学校の児童の皆さんと一緒に学習できることを楽しみにしてい
ました。早く皆さんと仲良くなれたらと思っています。よろしくお
願いします。
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駿 先生
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後藤 亜紀子先生

（新規採用）

（武蔵野市立桜野小学校）

今年度より新規採用として、御成門小学校に赴任しました。今岡

子供たちとの新しい出会いを楽しみにして参りました。
御成門小

駿です。皆さんと一緒に勉強して、時には全力で体を動かしたいと

学校に初めて来たとき、
どこで上履きに履き替えるのかがわからず

思っています。元気いっぱいで頑張ってまいりますので、よろしく

ドキドキしました。
子供たち一人一人が大切にされていると実感で

お願いいたします。

きるよう、丁寧に指導していきます。

卒業式

Ｇｏｏｄ

できる、とても自由な子供たちでもありました。
そんな自由な子供たちも晴れて卒業していき
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ました。これからは、もっと広い世界で生きてい
くことでしょう。どんな時も楽しむことを忘れず

３月 23 日（木）

に、自分らしく歩んでいってください。そして、
時々は立ち止まり、自分が歩んできた道を振り返
り、一緒にいてくれた人たちを思い出してくださ
卒業生の特徴を一つ挙げよ、と言われた

も言えず楽しそうなのです。物事を楽しむとい

ら、迷わず「何でも楽しむことのできる能力を

うことは、ことのほか高度なことだと思います。

もち、誰かに自分を豊かに広く解放することが

嫌なことから逃げるのは簡単です。やりたくな

できる」と答えるでしょう。
「楽しむ」という

いことを誰かにまかせることもできます。しか

のは、その現象自体を指すだけではありませ

し、子供たちは、いつも何か楽しそうなことを

ん。子供たちの試行錯誤したり、創意工夫した

探したり、作ったりしながら、誰かに押し付け

六年生ありがとう

としんみりしたりとあっという間の時間

ありがとうございました。

りして、ゴールまで到達していく様が、なんと

たり、人ごとにしたりせず、行事、学習、当番

でした。６年生にアンケートをとった結

６年生が卒業した今、次は新たに高学

も言えず楽しそうなのです。物事を楽しむとい

活動などで力を発揮し、それを楽しんできまし

３月５日（土）学校公開日

果をもとにした「６年生クイズ」は、６

年となった子供たちに頑張ってほしいと

うことは、ことのほか高度なことだと思いま

た。

年生の子供たちの元気のよさ、明るさが

思います。

す。嫌なことから逃げるのは簡単です。やりた

表れた楽しいクイズになりました。最後

くないことを誰かにまかせることもできます。

ずかしくなる年頃を迎えました。そんな思春期

いた６年生とのお別れのとき。今年も、６

に、６年生が在校生に、美しい歌声と迫

しかし、子供たちは、いつも何か楽しそうなこ

に差し掛かっていた彼らも、自分や他人を様々

年生を送る会では、それぞれの学年が６年

力ある合奏を聴かせてくれました。お互

とを探したり、作ったりしながら、誰かに押し

な場面で過剰に意識することもありました。

生に気持ちを伝えました。

いに別れを惜しむ気持ちや楽しかった思

付けたり、人ごとにしたりせず、行事、学習、

い出を、全校で共有する素敵な時間にな

当番活動などで力を発揮し、それを楽しんでき

有し感じようと、自分の心身を解放することの

りました。当日は、たくさんの保護者の

ました。

でき

やがて高学年になり、自分を見せるのが恥

い。君たちに、何かを示唆してくれることでしょ
う。応援してくれる声が聞こえてくるでしょう。
そして、また、前を向いてもっと大きな一歩を踏
み出して、自分の世界へと羽ばたいていってくだ
さい！
Ｇｏｏｄ

Ｌｕｃｋ！！
（旧６年担任

本間

美里）

やがて最高学年になり、自分を見せるのが恥

今まで最高学年として頑張ってくれて

との思い出や感謝の気持ちを表現しまし

せ

伝統のある御成門小学校の副校長となり、身が引き締まる思い
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方、地域の方にご参観いただきまして、

歌や合奏、呼びかけ、劇などで、６年生

と

（港区立南山小学校）

（港区教育委員会）

た。時折、笑い声があがったり、ちょっ

倫子）

ち

大竹 千登勢先生

先生

６年生を送る会（全校）

（児童会担当 市川

※カッコ内は前任校

しかし、自分の思いや考えを友達や先生と共

御成門小学校だより
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