
 

 

 

 

 
 
 
 

新たな時代 
                             校長 篠遠 信行 

 

まもなく平成から令和になる歴史の節目となる記念すべき

年度がスタートしました。 

去る３月２５日、４０名ものご来賓を迎え、第１２２回卒業

証書授与式が行われました。 

昔と変わらぬ厳粛な雰囲気の中、保護者、地域の方々、教職

員、１～５年生の児童が心より祝福し、４４名の卒業生が巣立

ちました。これまでの１３６８５名の卒業生に加わります。こ

の先もずっと応援し続けたいと思います。 

そして、平成最後の入学式となった本日、新たに３９名の新

入生を迎え、全校児童２６４名でスタートしました。 

さて、まもなく令和元年となります。明治３０年に開校し、 

大正、昭和、平成と１２２年続く歴史と伝統のある根津小学校 

がまた、歴史に新たなページを加える令和時代となります。 

昭和から平成にかけての学校は、パソコンが導入されたり、 

外国語（英語）活動を行うようになったりする大きな変化がありました。令和の時代はさらに大きな変化を

していきます。 

今年度の根津小の変化は、パソコンルームがなくなり、タブレットを導入した授業が行われます。３年前

導入された電子黒板に続くＩＣＴ教育の推進です。 

また、今年度重点的に取り組んでいく内容が二つあります。一つ目は、体力向上の取組です。これまでも、

マラソン・なわとび月間として取り組んできましたが、今年度は、内容のバリエーションを増やすとともに

期間・回数を増やし、より子供たちの体力が向上していく取組を行ってまいります。 

二つ目は、学級活動（授業）の取組です。週１時間位置付けられている学級活動の授業で、子供たちが主

体的に話し合う活動を通して、自分の考えをわかりやすく伝えたり、互いに認め合ったりする中で、子供た

ちにとって楽しい活動となり、主体性、自主性など将来につながる「財産」を育てていきたいと考えていま

す。 

時代と共に変化していくものもありますが、変わらないものもあります。そのことも大切にしていきま

す。昨年度、重点的に取り組んだ挨拶と姿勢の指導を今年度も継続してまいります。 

今年度も保護者、地域の方と一緒に子供たちの成長を喜び合いたいと思います。一年間どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 

 

４月号【児童数】 

文京区立根津小学校 
 

満開になった根津小の桜 
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※全朝：全校朝会を火曜日に実施します。 体朝：体育朝会，音朝：音楽朝会，児集：児童集会，ハッピーランチ：お誕生日給食のことです。 

   ※１年生の下校時刻は、学年だよりをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８ 月 

 
Ｂ４ 着任式  始業式  入学式 18 木  

視力検査（1・2年）  

区学習定着度調査（４年） 

国学力学習状況調査(6年) 

９ 火 
 給食始（1～6 年）1 年生は 3 校時終了後給食の後 11 時 40 分

頃下校 
２～６年生は６校時後下校 

19 金 Ｃ 交通安全教室(全)  

10 水 
Ｂ４ 

Ｂ５ ※１年生のみ B４ 20 土 Ｂ４ 土曜授業公開① 地域班集団下校(4校時) 

11 木  尿検査一次回収 21 日   

12 金 Ｃ 発育測定（全学年） 委員会①(7 校時) 22 月  歯科検診(全) 

13 土   23 火 全朝 避難訓練① ハッピーランチ 

14 日   24 水 児集 委員会委員長紹介集会 

15 月 Ｂ５ 
安全指導 視力検査（３・４年）  

尿検査一次追加 尿検査一次追加 

 
 

25 木 Ｃ 
開校記念日(授業日)  
視力検査（５・６年）クラブ①(7校時) 

16 火 Ｂ４ 
Ｂ５ 

心臓検診（１年・対象者）保護者会（全） 

区学習定着度調査(4 年) 
26 金 Ｃ 離任式(6校時) 

17 水  1年生を迎える会(3校時) 27 土   

○生活目標 気持ちの良いあいさつや返事をしましょう。 

●保健目標 自分の体を知ろう。 ４月の学校行事予定 

 

○１６日(火)に、下記の時程で保護者会を行います。短い時間ですので時間に余裕をもってご参 

加ください。 

・低学年：１３時００分～（１年生:理科室、２年生:体育館、３年生:音楽室） 

・全体会：１４時００分～（体育館） 

・高学年：１４時４０分～（４年生：教室、５年生：音楽室、６年生：理科室）     

 

○平成３０年度以前に支給された防犯ブザーについては、義務教育期間中１回まで文京区から再 

配布できることになっています。電池交換しても作動しないなどの故障・または紛失の際は、 

担任までお知らせください。（電池交換は保護者負担でお願いします。） 

平成３１年度支給される防犯ブザーについては、商品に保証書がついているため、保護者がメ 

ーカーに請求をするように連絡してください。なお、保証期間後の故障については対応いたし 

ません。なお、ご家庭で独自に防犯ブザーをお求めになっても結構です。 

 

○転出・転入など、今年も教職員の異動がありました。お世話になった方々には、２６日(金)の離 

任式で感謝の気持ちを表します。 

 



 

  

 

 

転出  

副校長 ：高橋 正明（江戸川区立小松川小学校へ）     図工：岡田 あさ子（葛飾区立青砥小学校へ） 

用務主事：鈴木 香奈江（文京区立音羽中学校へ）  

 

退職  

教諭  ：藍澤 恭子（本校低学年算数へ）         教諭：川中子 敏彦（栃木県小山市立乙女小学校へ）  

特別支援教室専門員：佐藤 優理香（足立区立新田学園へ）      都ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ：森 春菜 

 

転入  

副校長：石野田 峰子（江戸川区立第六葛西小学校より）  教諭：阿部 阿希子（江戸川区立小松川第二小学校より） 

教諭 ：皆川敏江（産休代替）              教諭：市野 裕貴（新規採用） 

図工  ：川合 茜（荒川区立汐入小学校より）               学びの教室巡回指導教員：田村久美子（文京区立駒本小学校より） 

学びの教室巡回指導教員 ：山下 由美子（文京区立駒本小学校より）  用務（非常勤）：今井 和江（新規採用）      

用務（非常勤） ：久保田 正巳（文京区立第六中学校より）  事務（非常勤）：仲田 浩子（新規採用）      

都ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ  ：森山 みな美（新規採用）          体力ｱｯﾌﾟﾄﾚｰﾅｰ：飯窪 みな美 

校長     篠遠 信行    

主幹教諭   三浦 律子 

主任教諭   田村 久美子 

      １組        ２組     

１年担任   阿部 阿希子  竹田 紗彩                          

２年担任   皆川 淑江   安達 ゆり                         

３年担任   岡 朱音    市野 裕貴                    

音楽     三浦 律子 

図工     川合 茜 

算数少人数  小林 凌太 

養護     酒井 文香 

家庭     村田 恵子 

栄養士    齊藤 梨紗 

低学年算数  藍澤 恭子 

低学年音楽  大澤 正子 

区ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 宮本 千秋 

都ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 森山 みな美 

理科支援員  岡 圭介 

図書館支援員 久保田 珠代 

副校長    石野田 峰子 

主任教諭   阿部 阿希子 

         

１組         ２組                       

４年担任   黒須 正則                            

５年担任   伊藤 美濃    望月 康正 

６年担任   中村 久幸    金山 智香 

学びの教室指導員   田村 久美子  山下 由美子    

特別支援教育担当指導員  大坪 朝葉 

事務主事   森島 嘉子  仲田 浩子 

用務主事   鈴木 知夫 久保田 正巳 今井 和江 

交通誘導員  白椛 京子 小島 均 坂口 敬子 

警備     大岡 丈夫  寺内 大明 

学校内科医  山道 博（猪狩医院） 

学校耳鼻科医 金沢 博俊（金沢耳鼻咽喉科クリニック） 

学校眼科医  三井 義久（駒込みつい眼科） 

学校歯科医  森 麻美（東大前歯科クリニック） 

学校薬剤師  平野 良枝（平成調剤薬局） 

体力アップトレーナー 飯窪 みな美 

 

～平成３１年度 教職員紹介～ 

 



 

 

 

～転入・新規採用の先生方より～ 

 
 

江戸川区立第六葛西小学校から、転任いたしました副校長の石野田峰子です。校門の満開の桜の見事さに感動しました。根

津小学校のそばには、根津神社をはじめ由緒ある建物や老舗のお店がたくさんあるので、地域を巡ってみたいと思います。早

く子供たちの顔と名前を覚え、歴史と伝統のある根津小学校のために貢献できるよう努力してまいりたいと思います。保護者

の皆様、地域の皆様よろしくお願いいたします。 

副校長 石野田峰子 

 

桜の花に迎えられ四月からお世話になります。どうぞよろしくお願いします。私は、とても子供たちの笑顔が大好きです。

その笑顔が続くように一生懸命頑張ります。沖縄出身なので、沖縄の歌や踊りが大好きです。皆さんといろいろなお話ができ

ることを楽しみにしています。 

１年１組担任 阿部 阿希子 

 

はじめまして！今年度から新しく教員となりました。市野裕貴です。大田区出身で、趣味は街歩きです。根津の街を探索

し、少しずつ根津に慣れていきたいです。また、これからどんな学校生活が始まるのかと、期待で胸がいっぱいです。大学を

３月に卒業したばかりで、まだまだ不慣れな点が多いですが、子供たちに負けないくらいの元気で精一杯頑張っていきます。 

３年２組担任 市野裕貴 

 

荒川区より参りました図工専科の川合茜です。根津小学校は動物園や博物館・美術館へも歩いて 30分と聞き、根津神社を

はじめとする地域めぐりを楽しみにしております。授業では 1 年生から 6 年生までの全１１学級の図工を担当させていただ

きます。子供たちが楽しく活動しながら想像の翼を広げ、豊かに表現していけるよう努めてまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

図工 川合 茜 

 

転任して参りました田村久美子です。「学びの教室」の担当として、子供たちが自分らしく輝けるよう、自分らしい“花”

を咲かせることができるように努めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

                                       学びの教室巡回指導員 田村久美子 

 

駒本小学校から転任して参りました山下由美子です。子供たちが、毎日楽しく学校生活が送れるよう努めてまいります。子

供たちの笑顔を大切に頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

学びの教室巡回指導員 山下由美子 

  

この度、事務補助として勤務させていただくことになりました仲田浩子です。子供たちの学校生活が円滑に進むよう、陰な

がらサポートしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務（非常勤） 仲田 浩子 

  

はじめまして、用務主事の久保田正巳です。今年度、文京区立第六中学校から転入してきました。小学校は５年ぶりです。

子供たちに顔と名前を覚えてもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。 

用務（非常勤） 久保田 正巳 

 

 今年度非常勤用務をすることになりました今井と申します。３月まで新宿区立の延長給食調理の仕事をしておりました。自

転車通勤が長かったので久しぶりの電車通勤にドキドキしています。根津小学校の子供たちのにぎやかな声を聞きながら、ま

た、皆さんにご指導いただきながら楽しく仕事ができればと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

用務（非常勤） 今井 和江 

    

 

  

 

  

  

  

  

  

離任された先生方の挨拶文は、５月号で紹介します。 


