
 

 

 

 

窪 町 小 学 校 令 和 ３ 年 度 ４月号 

窪町小学校ホームページ http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kubomachi-ps/ 

窪 町 だ よ り 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

  

「明日」 

校長 西幅 孝弘 

 

 校庭の美しい花々とやわらかな春の風が心地よい季節となり、新年度のスタートに彩り

を添えてくれています。この度、本校第２１代校長 松本 絵美子 先生の後を引き継ぐこと

になりました。私は、窪町小学校のこれまでの歴史と伝統を大事にしていくとともに、子

どもたちにとって、これからの変化の激しい社会を生きていくために何が必要なのかとい

うことを常に問い直していきたいと考えています。  

 具体的な目標の一つとして、子どもたちが「早く学校に行きたいなぁ。」「早く明日に

ならないかなぁ。」「早く友だちに会いたいなぁ。」「もしかしたらこんなことができる

ようになるかもしれない。」「あの勉強してみたいなぁ。」という気持ちをもてるよう丁

寧な指導と支援をしていきたいと思っています。 

昔も今も変わらない「子どもたちが、わくわくしながら明日も行きたくなる学校」を目

指していきます。子どもが学びを通して自分の成長をしっかりと感じ、それを皆で認め合

えるよう学習の過程も重視していきます。そしてそこには、明るく温かい学級がなくては

なりません。素直でやさしい心がなくてはなりません。学びを通して子どもが楽しさや喜

びを感じ、自分や友だちのよさを理解し、認め合い、失敗をおそれずに思う存分挑戦でき

るよう支援してまいります。 

 私たち窪町小学校の教職員は、力を合わせ、地域の方や保護者の方々とともに「明日も

行きたくなる学校」を目指します。どうぞご理解とご協力のほどよろしくお願いいたし  

ます。 

 

※新年度の始まる４月は、子どもたちの行動も活発になるため小学生の交通事故が増える

傾向にあります。本日６日（火）から１５日（木）まで全国交通安全運動が実施されま

す。学校でも交通安全の指導を行いますが、通学路や普段の生活で通る道を、各ご家庭

で確認し、安全に過ごせるようご協力をお願いします。 
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令和３年度 窪町小学校 校内組織 
 

校 長             西幅 孝弘 
副校長             時田  隆 
事務主事            増田 友子 
教務主幹            長田 恵子 
生活指導主幹          浜崎 秀教 
経営支援部主幹         古谷 恵子 
研究主任            和田 崇志 
保健主任            木津  紫 
特別活動主任          中洞 洋平 
特別支援教育コーディネーター  渡邊  幸 
食育リーダー（給食主任）    鎌田 雅代 
学校図書館主任（司書教諭）   伊藤 嘉則 
道徳教育推進教諭        大瀧 隼一 

      
■学級担任、専科、養護教諭、講師、SC、特別支援教育支援員等（○：学年・専科主任） 

       １組      ２組     ３組     ４組     ５組       ６組  
 

１ 年 ○今泉菜穂子   今井 美紀   佐久間美咲   小島  渓   古谷 恵子   鷹野 天音 
                                      高橋 宗弘 
２ 年 ○鎌田 雅代  片桐 尚子  伊藤 嘉則   佐藤采也加  河野 翔太      
３ 年 ○渡邊  幸   伊藤 勇樹   安江 麻衣   浜崎 秀教 
                   （旧姓川又）          

４ 年 ○橋爪 純子   宇佐美拓哉   薗田  早紀   大瀧  隼一              
５ 年 ○長田 恵子   茂木  博介   工藤  輝   髙橋  りな        
６ 年  中洞 洋平  川嶋 絵梨   豊田  真子 〇和田 崇志 
 

音 楽    宝田 雄介（４～６年）   
図 工    神田 真理（４～６年） 
家 庭  ○木津  紫（５・６年）(１の４、１の５、２年図書) 
算数少人数 赤堀  礼（５・６年） 
外国語   鵜澤 彩子（３・５・６年） 
養 護   島村はるみ 
養 護   諸岡 瑞希    
 

講 師   髙栁  優（３・４年、５の１算数少人数）  
梶野 道子（２年算数少人数 １の４・１の５算数ＴＴ ３の４図工） 
森平真理子（１の１、１の２、１の３、２・３年音楽）   
住野知恵子（５年書写）      久保美智子（３・４・６年書写） 

理科支援員         川端加代子（６年） 
都ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ        原口  幸（週１回、火曜日に在校） 
都ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ        田中 秀明（週１回、金曜日に在校） 
区ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ        土岐 静佳（週２回、月曜日と水曜日に在校） 
特別支援教育担当指導員   笠井 美紀  石渡戸えりか    
特別支援教室専門員     猪爪 彩子 
学校図書館司書       面来 美保（月・火・木・金） 
巡回指導教員        未定（月・火・木） 

■事務職、栄養士、用務主事、学童擁護、警備等 

事務主事     増田 友子  野口 滋子 
栄養士      藤田 華澄 
用務主事     吉田 明弘  田久保順子  石原 廣仁  藤田 惠治 
スクールサポートスタッフ          金山 京嗣  
学童擁護     中込しげ子  中村 洋子  菅野 直子   
学校管理     後藤 重久  渡辺 廣志  土戸  勝  伊藤 文夫  高木 忍 

 



 
■教職員の異動等 
 
 
１ 退職    校長         松本絵美子（退職） 

教諭         田中 君枝（退職）  
用務主事（非常勤）  村山 邦保（退職） 
都講師        久朗津陽子（退職） 
区講師        野村 絹代（退職） 
学童擁護       中村 佳子（退職） 

 
 
 
２ 転出    主任教諭       赤羽根和子（足立区立栗原北小学校へ） 

主任教諭       工藤希美子（板橋区立桜川小学校へ） 
主任教諭       川上 雪代（西東京市立田無小学校へ） 
教諭         山西 香織（練馬区立大泉北小学校へ） 
教諭         藤田 智美（練馬区立中村小学校へ） 
教諭         夏目紗斗美（足立区立平野小学校へ） 
教諭（育休代替）   田村 博文（目黒区立向原小学校へ）  
教諭（育休代替）   横山 未琴（青梅市立成木小学校へ） 

 
 
 
３ 転入    校長         西幅 孝弘（北区立第四岩淵小学校より）   
        主幹教諭       長田 恵子（自校昇任） 

主任教諭       薗田 早紀（渋谷区立西原小学校より） 
        教諭         今泉菜穂子（江戸川区立南葛西第三小学校より） 
        教諭         茂木 博介（練馬区立富士見台小学校より） 
        教諭         宇佐美拓哉（足立区立渕江第一小学校より） 
        教諭         髙橋 りな（足立区立桜花小学校より） 
        教諭（再任用）    高橋 宗弘（文京区立指ヶ谷小学校より） 
        教諭         神田 真理（品川区立京陽小学校より） 
        用務主事（非常勤）  藤田 惠治（文京区立青柳幼稚園より） 
         
  
 
４ 採用    教諭         鷹野 天音（新規採用 学級経営研修生） 
        教諭         豊田 真子（新規採用） 
        教諭         佐藤采也加（新規採用） 

養護教諭       諸岡 瑞希（新規採用） 
        学童擁護（非常勤）  菅野 直子（新規採用） 
 
 
 

 


