
 

  

 

 

寒さの厳しい冬でしたが、思いの外春の訪れが早く、春本番の気候となってまいりました。先日の卒業式

の頃には、桜は満開となり、オランダ大使館からいただいたチューリップも見ごろを迎えました。本日は、

お子様のご入学・ご進学誠におめでとうございます。心よりお喜び申し上げます。 

＜今年度の教育＞ 

昨年度は４・５月が臨時休校となり、学校の再開は６月にずれ込みました。授業時数が減ってしまうこと

から、学習の遅れが心配されましたが、夏季休業日の縮小や土曜授業の追加実施、行事の精選などを通して

授業時数の確保に努めた結果、ほぼすべての学習を実施することができました。一方で、水泳指導のように

全くできなかった学習や、歌唱指導や器楽指導、調理実習、校外における実体験など、十分ではない学習内

容も一部生じています。これらの学習内容を補うため、必要に応じて年間計画を見直し、昨年度の分も含め

て指導の充実を図ってまいります。 

＜健康・安全の確保＞ 

昨年度は保護者の皆様方のご協力により、子供たちは元気に１年を送ることができました。とはいえ、新

型コロナウイルス感染症の脅威は、昨年の今頃と比べて増しており、区内公立小中学校における発生が続い

ております。子供たちの身の回りには、他にも交通事故や不審者、地震や火災など、様々な危機があります。

これらの危機から子供たちの安全を守るために、最大限に努力しつつ、出来る限り教育活動の充実を図って

まいります。急な日程変更など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、ご理解・ご

協力の程どうぞよろしくお願いします。 

＜開校 150周年をお祝いする１年＞ 

令和３年度は、湯島小学校にとって特別な意味をもつ１年です。皆様ご承知の通り、本校は、東京都で初

めて設置された公立小学校(６校)のうちの 1 校であり、今年で 150 年目を迎える最も長い歴史と伝統をも

つ学校であります。私たち教職員は、その節目となる本年度に在職できたことに喜びを感じつつ、在校生や

保護者の皆様方はもちろんのこと、地域の方々、卒業生の方々など本校に関係の深い皆様方とともに、開校

150周年をお祝いする１年間にしていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 
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湯島小学校における 

新型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「文京区版学校

感染症対策ガイドライン」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。 

◇児童を密集させないよう工夫して朝会・集会等を行う。 

◇休み時間ごとに窓を開け、換気を徹底する。 

◇児童へのマスク着用・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。

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。 
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主任教諭       九鬼 幸弘  豊島区立目白小学校 
教諭         土屋 啓成  江戸川区立西葛西小学校 
産育休代替    瀧澤 正規  退職 
栄養士      小倉 啓代  荒川区立瑞光小学校 
区講師      金子 周平  港区立御田小学校 
特別支援教育指導員羽石 友理  文京区立駕籠町小学校  
交流及び共同学習支援員 中村 真   NPO 
巡回心理士    衛藤あすか   
ALT       アラセリ・リドラワン 退職 

  

 
教諭        関根 尚子  足立区立桜花小学校 
教諭        有賀 仁美  足立区立新田小学校 
教諭        太田裕一朗  新規採用 
教諭        田中 美咲  新規採用 
教諭 
学びの教室巡回指導員 小川 亮   所属校本郷小学校 

  増田 賢一  所属校本郷小学校 
栄養士       山本 慶子  文京区立第三中学校 
区講師       田中谷江子  新規採用 
特別支援教育指導員 山田 春奈  新規採用 
交流及び共同学習支援員  竹内 修太  新規採用 
巡回心理士     笹原 直子  新規採用 
ALT        ジョナサン・ウィリアムソン 新規採用 

４月の予定 

日 曜 行事
6 火 始業式・入学式
7 水 給食始・身体計測（全学年）
8 木 歯科検診（４･５･６年すずかけ）
9 金 視力検査（４･５･６年すずかけ）

12 月
視力検査（１･２･３年）
保護者会　水曜時程

13 火 避難訓練・１年個人面談始

14 水
特別時程　薬物乱用防止教室（６年）
歯科検診（１･２･３年）

15 木 内科検診（４･６年）

16 金
聴力検査（３･５年）交通安全教室（全
学年）自転車安全教室（３年）

19 月
一年生を迎える会
聴力検査（１･２年すずかけ）

20 火
21 水 委員会（５･６年）
22 木 内科検診（１･２･３年すずかけ）

23 金
セーフティ教室　たてわり班顔合わせ
たてわり班掃除

24 土
学校公開　１年１０：２０下校
２～６年　１１：２０下校

26 月 たてわり班掃除

27 火
たてわり班掃除
八ヶ岳移動教室説明会（５年）

28 水 クラブ　尿検査　眼科検診（全学年）
29 木 昭和の日
30 金 離任式　１年個人面談終

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 白石　裕子 ICT支援員 山口　晶子 巡回心理士 笹原　直子
１年２組 町田　元子 体力アップトレーナー 飯窪　みな美 学校図書館司書 阿部　友紀
１年３組 高橋　沙映 事務主任 鈴木　裕一郎

１年学年担任 髙橋　理香 事務補助 奥田　朋美
２年１組 藤田　寛樹 すずかけ担任 酒井　大樹 用務主事 吉田　智恵美
２年２組 石山　修自 坂野　恵美 小沼　富房
２年学年担任 岩崎　香央里 嶋田　歩実 椿　正広
３年１組 松島　千賀子 養護 木村　三喜子 学校警備 春日　宏康
３年２組 田中　美咲 栄養士 山本　慶子 木川　明彦

巡回指導教員 鈴木　奈巳 交通誘導員 野本　維一

大原　智美 袴田　昌克

４年１組 森下　知子 小林　信之 吉崎　槇吉

４年２組 山本　絵理 小川　亮 田中　和哉
４年３組 有賀　仁美 増田　賢一 受付業務 新森　鉄則
４年学年担任 太田裕一朗 福田　昌代 上野　由美
算数少人数 すずかけ講師 望月　真理 兼冨　七美恵
５年１組 関根　尚子 清水　龍太郎 岩崎　泰清
５年２組 鎌田　水都城 小合　礼奈 内科医 奥田　晃三

田中　谷江子 眼科医 山田　美也子
雄賀多　重子 耳鼻科医 木村　美和子

６年１組 池神　里絵 高田　麻穂 歯科医 山崎　健幸
６年２組 安田　八志麻 山谷　隆則 薬剤師 岡田　麻美子

小宮　恭子 秋庭　由利 給食調理 葉隠勇進(株)
竹内　修太

介助員 宮野　一志
野口　奈美子

特別支援教室専門員 笠原　摂子
繭山　紀子
山田　春菜

ジョナサン・
ウイリアムソン

６年学年担任
家庭科専科

特別支援教育
指導員

交流及び
共同学習支援

５年学年担任
音楽専科

竹輪　絢子

髙張　英恵
３年学年担任
図工専科

白井　愛子
スクールサポート
スタッフ


