
 

 

 

 
 

 
 

 
 

「凜と歩む、根津小」の実現に向けて 

校長 四家
し け

 薫 
 

 

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。 

本日５１名の新１年生を迎え、全校児童２８５名で令和３年度がスタートしました。未だコロナ禍で様々

な制限があるとはいえ、昨年度の今頃を思えば、無事に４月の始業式・入学式を迎えられたことは大きな喜

びです。今後も感染防止対策をしっかりと行い、できる限りの教育活動を充実させていきたいと思います。 

さて、２年生以上のご家庭は、すでにご承知かと思いますが、本校の教育目標は、「凜と歩む、根津小」

です。凜とした姿とは「態度がりりしく引き締まっている」とか「力強い」ということですが、その具現化

のために、本校が目指す３つの子ども像が「礼儀正しい子」「つよい子」「たくさん勉強する子」です。 

この目標が達成されるためには、子ども自身が「凜とした自分」が好きであり、誇りをもてることが何よ

りも大切です。そして、その理想に向けて頑張る子どもたちを認め、励まし、支えていくのが、学校・家庭・

地域の大人たちです。令和３年度が終わるときの子どもたちが、「根津小学校は確かに『凜と歩んでいる』

と実感をもっていられますよう、これまで同様、これからも、学校の教育活動へのご理解・ご協力をよろし

くお願いいたします。 
 

 

【ご挨拶】 

４月１日付で、篠遠 信行校長先生の後を引き継ぎ、着任いたしました四家(しけ)薫と申します。１２４

年の歴史と伝統に支えられた根津小学校の校長を拝命し、身が引き締まる思いでおります。保護者の皆様、

地域の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 火 
 
 着任式 始業式 入学式 19 月  

体育支援事業(3.4 年 1～4校時) 

消防写生会②(2年) 

7 水  給食始(2～6 年) ※1 年生給食なし 11:45 下校 20 火  歯科検診(低) 避難訓練 

8 木 
 東京ベーシックドリル(算数)①(2～6) 

※１年生給食なし 12:00下校 

 

21 水   

9 金 B 給食始(1 年) 発育測定（全） 委員会(7 校時) 22 木  1年生を迎える会(3校時) 

10 土   23 金  視力検査（3・4 年） クラブ(7校時) 

11 日   24 土   

12 月  安全指導 学びの教室始 25 日  開校記念日 

13 火 B 視力検査(5･6年） 保護者会（全） 26 月  内科検診（3・4 年） 

14 水 B4 心臓検診(1 年・対象者) 27 火  歯科検診(高) 

15 木  視力検査(1･2年） 28 水  尿検査一次回収 離任式(6校時) 

16 金 B 
歩行者シュミレーター(1年) 
消防写生会①(2年) 

29 木  昭和の日 

17 土   30 金 B 交通安全教室(3.4年)※変更の可能性あり 

18 日    

４月号【児童数】 

文京区立根津小学校 
 

※全朝：全校朝会を火曜日に実施します。   ※１年生の下校時刻は、学年だよりをご覧ください。 

 

４月の学校行事予定 

 

○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。 



 

 

 
 

退職 用  務     鈴木 知夫           スクールサポートスタッフ    春山 昌文 

 区 講 師       村田 恵子              図書館支援員             久保田 珠代 

転出  

校 長    篠遠 信行 文京区立青柳小学校へ      特別支援教育担当指導員   木村 和子 文京区立汐見小学校へ 

教 諭    望月 康正 足立区立興本小学校へ      特別支援教室専門員       片野 忍    文京区立本郷台中学校へ 

養護教諭         酒井 文香 江東区立豊洲西小学校へ 

転入  

校  長      四家 薫   板橋区立徳丸小学校より       用  務      鈴木 知夫  再任用 

養護主任教諭    今堀 佳子  文京区立金富小学校より    図書館支援員  金田 敦子  

特別支援教育担当指導員 石岡 安奈 文京区立指ヶ谷小学校より 

新規採用 

教  諭     田中 綾乃                       特別支援教室専門員           長澤 京子 

教  諭     永富 愛理                    スクールサポートスタッフ    鈴木 茂次 

校長     四家 薫    

学校経営支援 岩田 博 

主任教諭   田村 久美子 

主任教諭   小林 一匡 

主任教諭   阿部 阿希子  

主任教諭   今堀 佳子 

        １組       ２組     

１年担任   岡  朱音   竹田 紗彩    

２年担任   皆川 淑江   金山 智香                                              

３年担任   小林 一匡                     

音楽     酒光 法子 

図工     川合 茜 

算数少人数  黒須 正則 

養護     今堀 佳子 

栄養士    齊藤 梨紗 

算数少人数（1･2･6 年） 藍澤 恭子 

区講師    大澤 正子 

区ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 平尾 悦子 

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 金田 敦子 

臨床発達心理士 小松 房子 

体力アップトレーナー 飯窪 みな美 

スクールサポートスタッフ 鈴木 茂次 

育休 主任教諭 石井 頌子 

育休      安達 ゆり 

＊吉田貴美子主任教諭は病気療養のため今年度いっぱ

い休職します。 

副校長    石野田 峰子 

主幹教諭   塚田 昌彦 

主任教諭   酒光 法子   

主任教諭   吉田 貴美子 

主任教諭   伊藤 美濃 

主任教諭    岡  朱音 

１組        ２組                       

４年担任   伊藤 美濃    田中 綾乃                      

５年担任   塚田 昌彦     鈴木 愛美 

６年担任   中村 久幸     

学びの教室指導員     田村 久美子    吉田 貴美子  

山下 由美子    阿部 阿希子  

永富 愛里 

特別支援教育担当指導員  大坪 朝葉   石岡 安奈 

特別支援教室専門員    長沢 京子 

事務主事   浅沼 宏一   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   齊藤 二三夫   

 坂口 敬子   片岡 敏彦 

窓口受付員  後藤 秀次   樫本 繁美   

 杉山 健次   松田 朋子 

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 金澤 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  菅野 多真（根津すずらん歯科） 

学校薬剤師  平野 良枝（平成調剤薬局） 

 

～令和３年度 教職員紹介～ 

 

 


