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増築校舎竣工 新たなスタート 
 

校長  酒 井 寬 昭 
御入学・御進級おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。 

ここ数年、桜の満開が３月末頃という状況が続いていますが、新年度の第一歩は、やはり桜と感じるのは私だ

けでしょうか。 

 

 平成２８年度は、９９名の新１年生が希望を胸に、久松小学校に入学します。全校児童５４５名、大きな希望

と期待感をもち、爽やかな緊張感の中、一人一人新たな、よいスタートをしたことと思います。 

また、３月３１日に外構工事が終了し、増築された新校舎が竣工いたしました。新たな学年、新たな教室に加

え、新たなプール兼アリーナ、図書館、多目的ランチルームなど、とても楽しみにしている様子が伝わってきま

す。教職員一同気持ちを新たに、立派な校舎同様、久松の教育の一層の充実に向け、全力で取り組んでまいりま

す。本年度は、重点目標「豊かな心と健やかな体の育成」を達成するため、小集団活動・言語活動をより充実さ

せ、コミュニケーション能力の育成を図るとともに、オリンピック・パラリンピック教育の視点からも重点目標

に迫っていく活動を展開してまいります。 

 

 また、年度内に新学習指導要領の告示が予定され、平成３２年の全面実施を前に２年後の平成３０年には、い

くつかの教科等でその内容が実施されることになっています。不易と流行をしっかり見極めつつ、先取の精神と

久松教育の今までの取組や目の前の子どもたちをはじめ、多様な実態を大切にした教育活動が展開できるよう精

一杯取り組んでまいります。保護者をはじめ関係の皆様の一層の御理解・御協力をよろしくお願いいたします。 

 

※増築校舎関連工事と玄関前の水道局関連の工事が終了しました。（新校舎の特色などは、別紙及び久松小学校

ホームページを御覧ください。） 

※西側の旧グリーンロードの公園化に伴う工事と下水道関係・その他の工事が調査を含め、この４月～平成２９

年の年明けにかけて順次行われます。登下校の安全に十分注意するよう児童への指導はもちろん、工事関係者にも

警備員の配置を含めお願いしているところですが、御家庭でも安全な登下校についてお声掛けお願いいたします。 

※一学期は、次の３回の学校公開を予定しています。○５月７日（土） ６月１１日（土） ７月２日（土） 

 その他 ６月１７日（金）と６月２８日（火）にも一部公開予定です。（いずれも詳細は後日） 

 

４月の生活目標 ……きまりを守って学校生活を始めよう 
 小学校生活の新しい１年が始まりました。生活指導としては「きまりを守る」ということに特に力を入れて指

導していきます。月目標と週目標をもとに、一つ一つ、きまりの意図を考えて生活していくことで、規律ある学

校生活を送ることができると考えています。 

 また、毎月の初めは「返事・あいさつ・ありがとう」を合い言葉にし、久松の子どもらしい元気な「返事」、心

のこもった「あいさつ」、感謝の気持ちを表す「ありがとう」ができるように声を掛けていきます。御家庭でもぜ

ひ「返事・あいさつ・ありがとう」について話題にしていただき、新学年でのよい一年間をお過ごしいただけた

ら幸いです。                                          （川瀬） 

◎ 週の重点目標 

第 １ 週（ ６日～ ８日） 
第 ２ 週（１１日～１５日） 
第 ３ 週（１８日～２２日） 

第 ４ 週（２５日～２８日） 

・・・あいさつをしよう 

・・・登校時の集合時刻を守ろう 

・・・廊下や階段は静かに右側を歩こう 

・・・水飲み場やトイレを正しく使おう       （川瀬） 
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 強 く 正しく 豊かに 

１年 楽しく運動する子 話をよくきく子 なかよくする子 

２年 進んで運動する子 自分の考えを言える子 親切にする子 

３年 健康の大切さを知り、行動する子 よく聞き、よく見て、自分の考えをもつ子 思いやりをもって 助け合う子 

４年

  

健康の大切さを自覚し、 

 めあてをもって行動する子 

自分の考えをもち、適切に判断する子 相手の立場を考え、行動する子 

 

５年 心身ともに健康で、向上心をもって取り組む子         正しい判断をして、 行動する子 互いに尊重し合い 、行動する子 

６年 心身ともに健康で、自ら律し取り組む子 正しい判断をして、主体的に行動する子 互いに尊重し合い、進んで行動する子 

学習目標 
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教職員一覧 
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教職員の異動 

【転出・退職】 
主任教諭        髙石 美佳 （中央区立有馬小学校へ） 

主任教諭        伊藤 幸恵 （中央区立有馬小学校へ） 

教  諭        藤田 恵里 （清瀬市立清瀬第三小学校へ） 

産育代替        醍醐いづみ （退 職） 

非常勤教員       比毛 幸子 （退 職） 

区算数少人数講師    門間 政博 （退 職） 

区体育指導補助員    杉坂康二郎 （退 職） 

区体育指導補助員    澤登 千絵 （退 職） 

区栄養士        片岡 奈津 （退 職） 

ＡＬＴ         ホセアバルカ （派遣先変更） 
【転入】 

主幹教諭        松村 裕子 （江東区立元加賀小学校より） 

主任教諭        菅野 志保 （足立区立辰沼小学校より） 

教  諭        湯澤真理子 （練馬区立田柄第二小学校より） 

教  諭        関口里可子 （新規採用） 

教  諭        川合 晶道 （新規採用） 

巡回指導教員      葛生 裕子 （兼任発令） 

巡回指導教員      鍔田 マリ （兼任発令） 

非常勤教員       小川美也子 （中央区立中央小学校より） 

特別支援専門員     水村 悦郎 （新規採用） 

都非常勤講師      神谷樹美江 （新規採用） 

主事          長崎あけみ （新規採用） 

区算数少人数講師    由宇とも江 （新規採用） 

区算数少人数講師    上原 佳織 （新規採用） 

区体育指導補助員    安藤  秀 （新規採用） 

区体育指導補助員    岸谷 紀久 （新規採用） 

区栄養士        荒井 理子 （新規採用） 

ＡＬＴ         エンリケ ウルキア （新規派遣） 
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安藤  秀 

岸谷 紀久 

荒井 理子 

山本 真己 

武藤友香子 

エンリケ ウルキア 

松岡 秀子 

片桐 雄一 

金山 智子 

石塚 幹夫 

阿部 和也 

菊地香奈恵 

黒川 敏昭 

神丸 彰久 

長崎あけみ 

國枝 清貴 

湯野村 洋 

池田千予子 

勝又  章 

吉良登志子 

高柳 道治 

中島 信子 

吉成 伴夫 
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感謝の思いを込めて       髙石 美佳  

家庭科室前の桜の花が少しずつ咲きはじめ、入学式には満開の花が残っているといいなと思いなが

ら最後の日を迎えました。久松小学校に着任して以来７年間勤めさせていただいた日々は私にとって

あっという間の時間でした。そして思い返してみれば、本当にたくさんの方々に支えていただいた７年

間だったと今しみじみと感じております。授業では子どもたちの明るい笑顔と歌声に支えられ、仕事に

悩んだ時は職員に支えられ、そしてブラスバンド部の活動や学校行事ではたくさんの保護者の皆様に

助けられ支えられました。「ありがとう」では言い尽くせないほどの感謝の思いで溢れております。久

松小学校で教えていただいた数々の貴重な経験を胸に、４月からは新しく出会う子どもたちとしっか

り向き合い、音楽の楽しさを伝えていきたいと思います。皆様、本当にありがとうございました。 

縁あって          伊藤 幸恵  
久松小学校に赴任当初は、不安が募るばかりでしたが、明るく挨拶をしてくれる子どもたち、いつも

温かく励ましてくださる保護者の皆様に支えられ、気付けば早、８年の月日が流れました。さらには、

中学年を担任しておりましたので、子どもたちと共に地域に出かけることが沢山ありました。その都

度、地域の皆様にも温かく迎えていただき、子どもたちはもちろんですが、私自身もとても有意義な時

間を過ごすことができました。日本橋久松町界隈の「とっておき！」は、両手では足りないほど…。縁

あって、こんなにすてきな地域に、学校に勤めることができたことを感謝しております。また、御縁が

あり、異動先も思いの外近くでした。自転車に乗っていたら、声を掛けてください。大変お世話になり

ました。ありがとうございました。皆様の御多幸を祈念しております。 

新しい一歩          藤田 恵里  

私は７年前に久松小学校に着任し、当時の１年生を担任しました。今は中学２年生となった子

どもたちがまだ小さく、大きなランドセルを背負う姿が可愛らしかったのを覚えています。 

３年目に産休に入らせて頂き、今は２児の母となり、今年度、自宅の近い清瀬市での復帰とな

りました。久松に戻ることができず、待っていてくださった保護者の皆様には本当に申し訳なく

思います。私自身も残念な思いでいっぱいですが、子育てをしながら教員として仕事を続けてい

くため、新しい学校での一歩を踏み出すことにいたしました。 

久しぶりの仕事復帰で不安ばかりですが、自身が母となったことで、より保護者の想いに寄り

添う指導ができたらと思います。久松小学校で身に付けたことを思い出しながら、新しい場所で

頑張ります。ありがとうございました。 

 

 

２年間、ありがとうございました    醍醐 いづみ  
「挨拶の久松小学校」とは伺っていました。赴任してからは挨拶だけではなく、礼儀正しい子ども

たちだと感じた２年間でした。１年目は、初めての異動のため不安な気持ちがありました。しかし、

子どもたちの笑顔に何度も支えられました。２年目は、１年前に担当した子どもたちがすっかり頼も

しい２年生のお兄さん・お姉さんになって１年生のお世話をしている姿が見られました。自分が関わ

った２学年の子どもたち同士が一緒に楽しく遊んでいる様子を見られたことも、嬉しい思い出です。

そして、その他の行事を通しても子どもたちが成長していく姿を見ることができました。そんなすて

きな久松小学校の子どもたちとまたどこかでお会いできる日を楽しみにしています。 
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心の底からの感謝の気持ちをこめて～１年間ありがとうございました～  

   門間 政博  
毎朝聞こえる「おはようございます」の元気な声。下校の時に聞こえる「さようなら」の元気な

声。久松小学校の子どもたちの素晴らしい挨拶に１年間感心することばかりでした。また、学習で

は主に算数の授業を通して子どもたちと触れ合いましたが、積極的に問題を解決しようとする姿に

驚き続けた１年間でした。開校１４０年を超える伝統校の素晴らしさを感じました。私は４月から

特別支援学校の教師を目指して出立いたします。１年間という短い間でしたが、大変お世話になり

ました。久松小学校で出会った全ての子どもたち、保護者の皆様、地域の皆様に心から感謝申し上

げます。ありがとうございました。 
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１年間ありがとうございました     杉坂 康二郎  
 短い間ではありましたが、久松小学校で体育指導補助員として大変お世話になりました。久松の子ど

もたちと過ごし、その元気や笑顔に触れることのできたこの１年間は、私にとってとても楽しい日々で

した。体育の時間や体育的行事では、１年生から６年生まで幅広い年代の子どもたちと関わることがで

きました。その経験はこれからの自分にとって貴重な時間であったと感じており、とても感謝しており

ます。強く逞しい久松の子どもたちの明るい未来に、これからも期待しています。子どもたちとまたど

こかで会える日を楽しみにしております。 

ありがとうございました       澤登 千絵  
久松小学校では、体育指導補助員として１年間お世話になりました。始業式でとても緊張していた私

をすてきな笑顔で迎えてくれた子どもたち。そんな子どもたちの姿から、たくさんのことを教わりま

した。また、授業はもちろん、休み時間などで子どもたちと過ごした日々は私にとって宝物です。

久松小学校の皆さんと出会えたことを、心から感謝しております。お別れをするのは寂しいですが、

この経験を生かして、新しいところでも精一杯頑張ります。本当にありがとうございました。 

久松小学校、久松幼稚園のますますの御発展と子どもたちの活躍を心よりお祈りしております。 

ありがとうございました。 

ありがとうございました       片岡 奈津  
 栄養士として、大変お世話になりました。初めての職場で、わからないことばかりの始まりから、あ

っという間に３年が過ぎました。至らない部分も多かったと思いますが、温かく見守り、御指導してく

ださった先生方、主事さん方、保護者の方々、そして毎日「給食おいしかったです！」「ごちそうさま

でした！」と元気に声を掛けてくれる子どもたちに支えられ、楽しく過ごすことができました。 

毎日口にする食べ物が、私たちの体をつくります。食べるものに困らない時代だからこそ、子どもた

ちには正しい食の選択ができるようになってほしいと思っています。この３年間を通して、少しでも食

べることの大切さや楽しさを伝えることができていれば嬉しいです。本当にありがとうございました。 

 

 

  

ありがとうございました      比毛 幸子  
 非常勤教員として４年間お世話になりました。「学校は広いね もっといっぱい勉強したいよ みんなと

食べる給食はおいしいね」と、わくわくどきどき、目を輝かせている１年生。学校探検では、１年生を上

手に案内している誇らしげな２年生。友だちとたくさん関わり合う中で、学校がかけがえのない楽しい

ところになってきた１年生、２年生です。どの学年の子どもたちも、学習に取り組む真剣な姿、休み時間

や給食時間の楽しい様子、運動会や音楽会、学芸会、展覧会等での活躍する姿にたくさんの成長を見るこ

とができました。これからも子どもたちがいろいろなことにチャレンジし、楽しい学校生活を送ってい

けなすようにと願っています。明るく、素直で、元気いっぱいの子どもたちと楽しい日々を送ることがで

きました。ありがとうございました。 

 



４ 月 行 事 予 定 
 

 
行         事        予        定 

小        学         校 
幼  稚  園 ＰＴＡ・区 

日 曜 朝学習 行    事 放課後遊 保    健 

１ 金       

２ 土       

３ 日       

４ 月       

５ 火  春季休業日終     

６ 水 式Ｂ 始業式 入学式   定期健康診断始 春季休業日終  

７ 木 安全 安全指導 給食始 大掃除  発育測定(5･6) 始業式 日本橋中入学式 

８ 金 読書                          発育測定(3･4) 入園式  

９ 土      宇佐美学園入園式 

10 日       

11 月 読書 地域別児童会 委員会   弁当始(4･5) 定期健康診断始  

12 火 式 対面式 保護者会(4･5･6)  発育測定(1･2) 身体測定(5)  

13 水 読書 給食始(1)  耳鼻科(2･3･6) 保護者会(4･5)  

14 木 読書 保護者会(1･2･3)  心臓検診(1) 安全指導 保護者会(3)  

15 金 読書 避難訓練 Ｐ歓送迎会集金日  内科(2･4･6) 避難訓練  

16 土       

17 日      ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

18 月 式 委員長任命式 交通安全教室(1) 
  午前保育 Ｐ幼部会 

学級懇談会(5) 尿検配布 
PTA 諸会合 

19 火 Ｂ 全国学力状況調査(6) 遠足(4) ﾛﾝｸﾞ 尿検査一次(1～6) 学級懇談会(4･5) 尿検回収  

20 水 読書 消防写生会(2･3) 
 尿検査一次(追加) 耳鼻科(全) 尿検追加 

学級懇談会(4) 弁当あり 

 

21 木 読書 離任式  歯科(3･4) 学級懇談会(3)  離任式(3)  

22 金 読書   内科(1･3･5) 学級懇談会(3)  

23 土       

24 日       

25 月 朝会 クラブ  聴力(5) 身体測定(4) 家庭訪問始  

26 火 Ｂ 遠足(1･2)   遠足(5)  

27 水 読書   耳鼻科(1･4･5) 誕生会  

28 木 Ｂ 学習力サポートテスト(4･5･6) ﾛﾝｸﾞ 聴力(3) 眼科(全)  

29 金  昭和の日              昭和の日  

30 土       

 
〈特別時程のお知らせ〉 
４月１２日(火)４～６年保護者会のため ４～６年は給食・清掃終了後下校(下校時刻１３：４０頃) 
４月１４日(木)１～３年保護者会のため １～３年は給食・清掃終了後下校(下校時刻１３：４０頃) 
４月１８日(月)ＰＴＡ諸会合のため   全学年給食終了後下校     (下校時刻１３：１５頃) 
 
 
〈５月の主な行事予定〉 
 ・ ７日(土) 土曜授業・セーフティ教室・薬物乱用防止教室 
・ ９日(月) セカンドスクール保護者会(４年生) 
・１８日(水) 柏遠足(３年生) 

 ・２５日(水) 引き渡し訓練 
  

－6－ 


