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平成３０年度のスタート！御入学・御進級おめでとうございます！ 

 

校長  植村 洋司 
新しい春を迎え、新鮮な気持ちで今日の日を迎えました。 

 私は、４月から伝統ある久松小学校の校長として着任いた

しました植村 洋司（うえむら ひろし）と申します。中央

区での勤務は初めてとなります。「教育の中央区」と伺って

おり、中でも本校は昨年度１４５周年を迎えた伝統校であ

り、その重みをひしひしと感じております。４月２日に初出

勤してからの短い時間ではありますが、地域・保護者の皆様

に接し御挨拶する度に、久松小学校を温かく見守り応援し支

えてくださっているということを実感し、大変ありがたく思

います。また、久松幼稚園との連携がとても密であり、小学

校と幼稚園が一体となって教育活動を進めていることを感じております。さらに、教職員一同

が、本校の子どもたちのために、一体感をもって考え用意周到に準備する姿を垣間見ました。様

々な方々との新しい出会いに感謝しつつ、私も新たに仲間入りをさせていただき、皆様の期待に

応えられるよう、久松小学校の子どもたちのために、微力ながら誠心誠意心を込めて力を尽くし

てまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

改めまして、御入学・御進級おめでとうございます。平成３０年度は、１年生１２５名を迎え、

全校２０学級６４８名で本校の教育活動がスタートしました。教育目標「強く」「正しく」「豊か

に」に向けて、知・徳・体のバランスと調和を重視し、特に「豊かな心と健やかな体の育成」のた

めに、これまでの伝統を受け継ぎながら、心新たに取り組んでまいります。地域・保護者との連携

を大切に、教職員一同力を合わせて、久松小学校の子どもたちのために全力で学校経営にあたりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

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、きまりの意味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、新学年のよいスター

トがきれるよう御協力をお願いいたします。                         (松村) 

 

◎ 週の重点目標 

第 １ 週（     ６日） 
第 ２ 週（ ９日～１３日） 
第 ３ 週（１６日～２１日） 

第 ４ 週（２３日～２７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        
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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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校　　長 酒井　寬昭 退職（任期満了）
主任教諭 水上美穂子 退職（任期満了）
主任教諭 幸徳扶美子 中央区立月島第二小学校へ
教　　諭 森田　　慎 墨田区立業平小学校へ
教　　諭 越智　啓太 町田市立山崎小学校へ
非常勤教員 荻原　　隆 退職（任期満了）
教諭（産育代替） 稲津裕弥子 退職（任期満了）
教諭（産育代替） 上原　佳織 退職（任期満了）
教諭（産育代替） 丸山　　賢 退職（任期満了）
事務主事 安井　教晶 品川区立第一日野小学校へ
主　　事 神丸　彰久 中央区立月島第三小学校へ
栄 養 士 荒井　理子 退職（任期満了）
算数非常勤講師 由宇とも江 中央区立月島第三小学校へ
体育指導補助員 山下　智貴 退職（任期満了）
巡回指導教員 鍔田　マリ 大田区立大森東小学校へ

校　　長 植村　洋司 文京区教育委員会より
主任教諭 水上美穂子 再任用短時間
主任教諭 宮澤　裕之 中央区立月島第一小学校より
教　　諭 相澤　博之 江東区立浅間竪川小学校より
教　　諭 支倉　絵璃 葛飾区立鎌倉小学校より
教　　諭 奈良部　淳 品川区立第一日野小学校より
教　　諭 小野　育実 新規採用
教　　諭 若林　玲子 新規採用
事務主事 中台　真紀 特別支援・鹿本学園より
非常勤教員 宍倉みさ子 中央区立月島第三小学校より
主　　事 良元　淑浩 中央区立日本橋幼稚園より
栄 養 士 伊藤久実子 中央区立城東小学校より
算数講師 石井　涼子 中央区立月島第三小学校より
体育指導補助員 武蔵　一樹 新規採用
巡回指導教員 羽山　　渉 配置換え
巡回指導教員 藤原涼太郎 新規採用

※育休より復帰 主任教諭 菅野　志保 教　諭 太田　倫子

植村　洋司 算数少人数 太田　倫子 図書館指導員 遠山亜津子
新屋由美子 音　楽 松村　裕子 学習指導補助員 阿部　和也
南村　章子 音　楽 宮澤　裕之 学習指導補助員 菊地香奈恵
大沢　卓美 図画工作 古舘　俊江 学習指導補助員 大久保　章
川合　晶道 養護教諭 上野　弘子 学習指導補助員 前田テル子
水上美穂子 事　務 中台　真紀 学習指導補助員 後藤 章斗
小野　育実 巡回指導教員 羽山　　渉 学習指導補助員 村山 千夏
菅野　志保 巡回指導教員 佐々木千尋 学習指導補助員 河田 千夏
若林　玲子 巡回指導教員 藤原涼太郎 一般用務 良元　淑浩
関澤　里織 非常勤教員 宍倉ミサ子 一般用務 長崎あけみ
関口里可子 特別支援専門員 水村　悦郎 一般用務 渡邉　順子
冨田　七海 都非常勤講師 神谷樹美江 学校警備 國枝　清貴
奈良部　淳 区算数講師 石塚　幹夫 学校警備 湯野村　洋
支倉　絵璃 区算数講師 石井　涼子 学童擁護 池田千予子
千葉　日織 区体育指導補助員 岸谷　紀久 学童擁護 勝又　　章
相澤　裕之 区体育指導補助員 武蔵　一樹 内科校医 吉良登志子
中原　里美 栄　養　士 伊藤久実子 耳鼻科校医 岩崎　朱見
大竹　悠介 教育相談員 山本　真己 眼科校医 中島　信子
太田　知依 スクールカウンセラー 武藤友香子 歯科校医 吉成　伴夫
鈴木可奈子 英語ALT ハイロロドリゲス 学校薬剤師 川名　信一
川島　幹雄 英語JTE 甲斐千嘉子
川瀬　　穣 メンタティーチャー補佐員 松岡　秀子
中嶋　友晴 理科支援員 片桐　雄一

転出・退職

転入

校　長
副校長

１年１組

６年２組

２年３組

３年２組
３年３組
４年１組
４年２組

教　職　員　の　異　動

６年３組

３年１組

２年２組

１年２組
１年３組
１年４組

２年１組
１年４組

２年４組

教　職　員　一　覧

４年３組
５年１組
５年２組
５年３組
６年１組
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 ありがとうございました      
平成２１年４月着任以来、多くの皆様に大変お世話になりました。 

今、久松小学校での日々を振り返ると、在任中の多くの子どもたち、保護者の皆様、教職員をはじめ

とする久松の関係者の皆様、１４５年を超える歴史と伝統を支えてこられた全ての皆様に、今、感謝

の言葉しかありません。より強く、より正しく、より豊かにを常に念頭に、関係する多くの方々と共に

過ごした日々に、充実した日々を過ごし、退職の時を迎えられたことに改めて深く感謝申し上げます。

久松小学校・幼稚園のますますの発展と子どもたちの健やかな成長、久松に関わる全ての皆様の御健

勝・御多幸を祈念いたしまして御礼の御挨拶とさせていただきます。 

 

       また、いつか       稲津 裕弥子 
 １年間ありがとうございました。低学年の音楽を担当させていただき、子どもたちが本当に楽しそ

うに歌ったり、演奏したりする姿を間近で見ることができました。本当に寂しいですが、またいつか

久松の子どもたちの歌声を聴いてみたいと願っています。 

 

ありがとうございました    幸徳 扶美子 

久松小学校に６年間お世話になりました。私は１・２年生を中心に担任させていただきました。

とても印象に残っていることは、入学式にお家の方と一緒に目をキラキラさせて登校して来た子ど

もたちの顔を見て、こちらもとても嬉しい気持ちになったことです。これからの小学校生活に大き

な期待を込められている姿から、伝統ある久松小学校の児童として立派に成長するように教え、導

いていかなければならないと気持ちを引き締めて子どもたちと接したのを覚えています。子どもた

ちの素晴らしい成長を、担任として見られたこともとても幸せに思います。保護者の皆様、地域の

皆様、多くの御支援・御協力をいただきありがとうございました。 

ありがとうございました      森田 慎 
 久松小学校に着任してから７年間、大変お世話になりました。伝統的な雰囲気の中での緊張感と、

どんな子どもたちと出会うのだろうという期待感を胸にスタートを切ったことを思い出します。久松

小学校では教師として、社会人として必要なことをたくさん学ばせていただきました。日々成長を感

じさせてくれる子どもたち、１年間経ったときの頼もしい姿、それらを見るたびに教師になってよか

ったと心から思います。 

思えばあっという間の７年でしたが、その間に多くの子どもたちと出会えたこと、地域・保護者の

方々の温かい御支援・御協力に心から感謝申し上げます。成長した子どもたちとまた会えることを楽

しみにしています。７年間ありがとうございました。 

           ありがとうございました        荻原 隆 
久松小学校では３～６年生の算数授業で、子どもたちの学習を支援したり、先生方の指導の手伝い

をしたりしました。１年間だけではありましたが、子どもたちの真剣な学習態度に接することができ、

大変貴重な経験をさせていただきました。伝統ある素晴らしい久松小学校で務めることができたこと

に篤く感謝申し上げます。 

ありがとうございました      越智 啓太 
 ２０１１年の５月に着任してから７年間、久松小学校の歴史や伝統を様々な場面で感じました。着

任してすぐの全校朝会では、静かに整列して始まるのを待つ子どもたちの姿に自然と自分も背筋が伸

びていたことが思い出されます。算数少人数担当や担任として、多くの子どもたちと出会い、一緒に

学ぶことを通して私自身も大きく成長することができました。久松小学校で学んだことを糧とし、こ

れからも日々精進していきたいと思います。 

最後に未熟な私に様々な場面で優しく声を掛け、御協力をいただきました、保護者の皆様、地域の

皆様に改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 
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ありがとうございました       丸山 賢 
 半年間という短い期間ではありましたが、担任として大変お世話になりました。初めてのことやわ

からないことばかりで、至らない点が多くあったと思いますが、御指導・御支援してくださった先生

方、主事さん方、保護者の方々、そして子どもたちの笑顔に支えられ毎日楽しく過ごすことができま

した。この経験は、これからの自分の中でも大変貴重な時間であり、大変感謝しております。 

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。 

       

お世話になりました      安井 教晶 
 久松小学校には５年間お世話になりました。事務という立場でしたので、授業を受け持つ先生方と

は違った形で学校と関わってきました。それは貴重な経験として大切にしていきます。周囲の方々に

助けられ、支えられていたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

 ありがとうございました      上原 佳織 

主事室の仲間に感謝          神丸 彰久 
 久松小学校に異動してきて驚いたことは、幼稚園と小学校の用務、学童擁護が忙しいときは互いに

協力し合ってやっていることでした。そのような、チームのメンバーに加われたことに感謝していま

す。３年間、ありがとうございました。 

 

二年間お世話になりました     荒井 理子 
 久松小学校では２年間という短い期間でしたが、大変お世話になりました。子どもたちに安全で美

味しい給食を食べてもらうことを第一にしていましたが給食巡回時に子どもたちが見せてくれる笑顔

に癒やされ続けた２年間でした。ありがとうございました。 

 

           ありがとうございました    由宇 とも江 
短い間でしたが、大変お世話になりました。様々な学年の子どもたちと、楽しい時間を過ごさせて

いただきました。ありがとうございました。 

ありがとうございました       山下 智貴 
 一年間という短い間でしたが、ありがとうございました。久松小学校のみんなと体育や休み時間に

一緒に過ごした時間は宝物です。これからも夢や目標に向かって頑張ってください。愛媛からみなさ

んのことを応援しています！ 

 

ありがとうございました       鍔田 マリ 
 ２年間の短い間でしたが、とても楽しい日々でした。廊下で会うと「こんにちは」と声を掛けても

らったり、何気ない会話をしたり、全てが大切な宝物です。スマイル・あおぞらを温かく支えてくだ

さったみなさま、本当にありがとうございました。 

 

 

久松小学校で過ごしたあっという間の 2年間。算数少人数や 1年生の担任として、毎日子どもたち

と楽しい日々を過ごさせていただきました。保護者の皆様にもいつも温かいお声を掛けていただきあ

りがたかったです。大変お世話になりました。 
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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 

５ 木  春季休業日終      

６ 金 式 B 始業式 入学式  定期健診始 春季休業日終  

７ 土      宇佐美学園入園式 

８ 日       

９ 月 安全 安全指導 給食始 大掃除  発育測定(5･6) 始業式 中学校入学式 

10 火 読書 保護者会(4･5･6)  発育測定(3･4) 入園式  

11 水 対面式 対面式 地域別児童会  発育測定(2) 測定(5)  

12 木 読書 保護者会(1･2･3)  心臓検診(1) 保護者会(4･5)  

13 金 読書 給食始(1)   安全指導 保護者会(3)  

14 土       

15 日      ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

16 月 朝会 委員会   学級懇談会(5)  

17 火 B 全国学力･学習状況調査(6)  発育測定(1) 午前保育 学級懇談会(4) PTA 諸会合 

18 水 読書 遠足(4)   弁当 学級懇談会(3)  

19 木 音楽 離任式  尿検査一次(1～6) 学級懇談会(3) 離任式  

20 金 読書    消防写生会(3)  尿検査一次(追加)内科（1･5） 学級懇談会(3) 測定 4   

21 土 B 土曜授業日     

22 日      荒汐部屋特訓練習 

23 月 任命式 委員長任命式 クラブ  聴力(5) 耳鼻科(4)  

24 火 B 交通安全教室(1)  歯科検診(2･3) 徒歩遠足(5) 家庭訪問・個人面談始  

25 水 読書 避難訓練   避難訓練  

26 木 B  ﾛﾝｸﾞ 聴力(3) 徒歩遠足(4) 耳鼻科(4･5)  

27 金 読書 遠足(1･2)  内科検診(3･6) 誕生会 学年会  

28 土       

29 日  昭和の日   昭和の日  

30 月  振替休日   振替休日  

 
〈特別時程のお知らせ〉 
４月１０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１２日(木)１～３年保護者会のため ２・３年は給食・清掃終了後下校(下校時刻１３：４０頃) 

                              (１年生は下校時刻１２：３０頃) 

４月１７日(火)ＰＴＡ諸会合のため   １年生はＢ時程４時間授業   (下校時刻１３：００頃) 

                   ２～６年生はＢ時程５時間授業 (下校時刻１４：０５頃) 

４月２０日(金)校内会議のため     １～３年生は４時間授業 給食・清掃終了後下校 

                                  (下校時刻１３：３０頃) 

                   ４～６年生は５時間授業    (下校時刻１４：４５頃) 

４月２１日(土)土曜授業日のため    全学年Ｂ時程４時間授業    (下校時刻１２：２０頃) 

 
〈５月の主な行事予定〉 
・ １日(火)３年生柏遠足 

・ ８日(火)３年生自転車教室 

・１０日(木)５・６年生遠足 

・１１日(金)～２５日(金)個人面談 

 ・１２日(土)土曜授業日 

 ・３０日(水)引き渡し訓練 

 
〈５月のＢ時程〉 
１日(火)、 ２日(水)、 ８日(火)、１０日(木)、１２日(土)、１５日(火)、１６日(水)、１７日(木)、２２日(火)、２４日(木)、２９日(火)、３１日(木) 

 

－6－ 


