
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 ４月号 

文京区立湯島小学校 

例年になく暖かい冬が去り、春の穏やかな風が優しくそよぐ頃となりました。暖かさに誘われて卒業式の

頃には桜も満開となり、オランダ大使館からいただいたチューリップも咲き始めました。本日は、お子さま

のご入学・ご進級、誠におめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。 

 さて、昨年度末の３月は、全国一斉学校臨時休校のため、保護者の皆様には本当にご迷惑、ご心配をおか

けいたしました。休校期間中は、各ご家庭でお子様の健康保持をはじめ、様々な面でご指導いただき誠にあ

りがとうございました。本日、新１年生 68名を迎え全校児童 389名、誰一人感染することなく新学期を迎え

ることができましたのも、保護者の皆様方や地域の皆様方の支えの賜物だと感謝申し上げます。 

 臨時休校は、子どもたちに少なからず影響を及ぼしました。学習面においては、学年によっては一部未実

施の内容が生じてしまいました。また、新学期早々、５月１日まで再び臨時休校となり、学級づくりや学習

に遅れが生じてしまうことになります。算数に代表されるように、小学校の学習の多くが将来の学習におい

て活用されるものであり、また、特定の学年において指導されるものです。学校再開の際には未実施の学習

内容はもとより、進捗が遅れている新しい学年の学習内容について確実に指導してまいります。また、挨拶

や遊び方など、学校生活全体の約束や習慣などについても改めて丁寧に指導してまいります。 

 このように、臨時休校に伴う補充をする一方、今年度は、「主体的・対話的で深い学び」の実現を求めてい

る新学習指導要領の確実な実施と、来年度予定されている開校 150 周年記念行事の着実な準備を行ってまい

ります。本校では、『開かれた学校－児童に開く・外に開く・未来に拓く－』を合言葉に、子どもたちが社会

の中心となって活躍する「２１．５世紀」を見据え、プログラミング教育など情報教育に力を入れてまいり

ました。また、地域の方々による特別授業も更なる充実を図っていきます。一方、開校 150周年に向けては、

地域やＰＴＡの方々の協力を得て準備を着実に進めるとともに、今年度から開校記念週間を設定し、子ども

たちの意識を少しずつ高めていこうと考えております。 

 新型コロナウィルスの感染拡大を始め、学校を取り巻く環境は不透明な部分が多く、保護者の皆様にはご

迷惑をおかけすることも多くあるかとは存じますが、今年度もご支援のほどどうぞよろしくお願いします。 

 

湯島小学校 149回目のスタート！ 

湯島だより 

湯島小学校におけるコロナウイルス感染症の対策について 

 

 学校の再開の際には今後示される予定の「文京区版小中学校

感染症予防ガイドライン」に従い、湯島小学校では次の感染症

対策を実施していきます。 

◇朝会・集会等は、集まらず校内放送を活用し、児童を密 

集させない。 

◇休み時間ごとに窓を開け、換気を徹底する。 

◇児童への手洗い・咳エチケットを励行する。 

◇給食時の座席を前向きにし、対面させない。 

◇机、椅子の消毒など、よく手に触れる部分を消毒する。等 

 ご家庭でも毎日の検温や健康観察をよろしくお願いします。 

 

昨年度 卒業式の様子 



臨時休校のため、予定していた行事は

中止又は延期となりました。 

 

 

 
主任教諭       杉山 亜矢子 葛飾区立半田小学校 
教諭         天野 真希  北区立梅木小学校 
教諭         新澤 初美  退職 
非常勤      岩田 博   文京区立青柳小・根津小学校 

区非常勤講師   若松 美里  八王子市立清水小学校 
事務主任       三上 敦子  文京区立本郷台中学校  
特別支援教育専門員 阿部 由布子 文京区立駒本小学校 
用務主事     小長谷忠春  退職 
 

 
主任教諭     白石 裕子   江東区立明治小学校 
教諭       山本 絵理  昭島市立拝島第一小学校 
教諭       石山 修自  新規採用 
産育休代替    瀧澤 正規  新宿区立市ヶ谷小学校 
都非常勤教員   北村 臣子  荒川区立第六瑞光小学校 
区非常勤講師   金子 周平  校内配置換え 
特別支援教育専門員 笠原 摂子  葛飾区立宝木塚小学校 
特別支援教育指導員 繭山 紀子  北区立王子小学校 
         羽石 友理  荒川区立峡田小学校 
交流及び共同学習支援員 秋庭 由利  新規採用 
介助員      宮野 一志  新規採用 
         内山 進二  新規採用 
事務主任     鈴木 裕一郎 文京区立小日向台町小学校 
用務主事     椿  正広  新規採用 
 

日 曜 行事
6 月 始業式　入学式
7 火 給食開始

8 水
特別時程4時間
身体測定（上学年・すずかけ）

9 木 歯科検診（上学年・すずかけ）
10 金 心臓検診（1年）
13 月 避難訓練　1年生個人面談開始

14 火
特別時程4時間
歯科検診（下学年）
保護者会

15 水 身体測定（下学年）
16 木 内科健診（下学年）
17 金 交通安全教室（2・3校時：2・3年）
18 土 学校公開

20 月
1年生を迎える会
たてわり班顔合わせ

21 火 たてわり班掃除　4月30日まで
22 水 クラブ活動
23 木 歩行シミュレータ体験（3校時：1年）
24 金 視力検査（上学年・すずかけ）
27 月 視力検査（下学年）
30 木 聴力検査（1・2年・すずかけ）

 

校長 栗原　宏成 ALT 区ＳＣ 中嶋　真保子
副校長 辻　真 都ＳＣ 小泉　裕美
１年１組 山本　絵理 外国語専科 北村　臣子 巡回心理士 衞藤　あすか
１年２組 町田　元子 体力アップトレーナー 飯窪　みな美 図書館司書 阿部　友紀
１年学年担任 髙橋　理香 すずかけ担任 酒井　大樹 事務主任 鈴木　裕一郎
２年１組 松島　千賀子 九鬼　幸弘 事務補助 奥田　朋美
２年２組 石山　修自 嶋田　歩実 用務主事 吉田　智恵美

髙張　英恵 養護 木村　三喜子 小沼　富房
栄養士 小倉　啓代 椿　正広

３年１組 藤田　寛樹 巡回指導教員 鈴木　奈巳 学校警備 春日　宏康
３年２組 土屋　啓成 大原　智美 木川　明彦
３年学年担任 岩崎　香央里 小林　信之 交通誘導員 野本　維一
４年１組 白石　裕子 すずかけ講師 望月　真理 袴田　昌克
４年２組 森下　知子 清水　龍太郎 吉崎　槇吉
４年学年担任 瀧澤　正規 小合　礼奈 田中　和哉
算数少人数 金子　周平 受付業務 新森　鉄則
５年１組 池神　里絵 高田　麻穂 上野　由美
５年２組 安田　八志麻 中村　真 兼冨　七美恵

雄賀多　重子 岩崎　泰清
山谷　隆則 内科医 奥田　晃三

６年１組 近藤　沙映 秋庭　由利 眼科医 山田　美也子
６年２組 鎌田　水都城 介助員 宮野　一志 耳鼻科医 木村　美和子

竹輪　絢子 内山　進二 歯科医 山崎　健幸
特別支援教育専門員 笠原　摂子 薬剤師 岡田　麻美子

繭山　紀子 給食調理 葉隠勇進(株)
羽石　友理

アラセリ・
アドラワン

６年学年担任
音楽専科

特別支援教育
指導員

交流及び共同
学習支援員

２年学年担任
図工専科

５年学年担任
家庭科専科

小宮　恭子
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