
 

学び続ける ～さらなる授業力向上を目指して～            副校長 渡邉 民雄 

風薫る季節となりました。校庭には、たくさんの鯉のぼりが青空の中を悠々と泳い 

でいます。今年度も子供たちが健康で健やかに成長することを願って、たいさん木の 

広場の皆様が飾ってくださいました。林町小学校を支えてくださる皆様の愛情に心よ 

り感謝いたします。教職員一同、子供たち、保護者や地域の皆様に愛される学校目指 

して邁進してまいります。 

さて、今年は、ニュースなどで話題となっている通り、4年に一度のサッカーワールドカップがカタールで開

催されます。日本代表も最終予選で始めこそ苦しみましたが、７大会連続で出場を決定しました。子供のころ

からサッカーを４０年以上続けている私にとって、各国が国の威信をかけて競うワールドカップの開幕が待た

れる胸の高鳴る１年となります。そんなサッカーを愛好する私ですが、教員として影響を受けたサッカーの監

督の言葉があります。 

「学ぶことをやめたら、教えることをやめなければならない。」 

この言葉は、２００１年に日本で行われたＪＦＡ「第２回フットボールカンファレンス」の講師を務めたフ

ランス代表の監督ロジェ・ルメールが、日本のサッカーの指導者５００人に話した冒頭の言葉です。当時のフ

ランス代表は、１９９８年のワールドカップで初めて優勝（この時はコーチ）し、２年後の２０００年のヨー

ロッパ選手権でも優勝した世界最高峰の完成したチームでした。世界の頂点まで登りつめた監督から出たこの

思いもよらぬ言葉に驚きを覚えるとともに、子供たちの教育に携わる私は、自分自身が学び続けることの大切

さを再認識させられました。 

私たち教員は、これからの社会を生きる子供たちを育てるために、絶えず研究と修養に努めなければなりま

せん。これは、いつの時代でも変わることのない重要なことです。林町小学校では、学校経営方針「教師の生

命線は授業である」という考えのもと、さらなる授業力向上を目指し、教員が学び続ける様々な取り組みを行

っています。（以下に示します。） 

 

【授業づくりを追求する校内研究の推進】 

今年度の校内研究は、研究主題を「国語科の物語文における見方・考え方を育む授業づくり」とし、研究を

深めています。基本的にすべての教員が研究授業を行い、授業力向上を目指します。研究で学んだことは、日

常の他教科の授業の中でも生かしていけるような研究を推進しています。 

 

【たがいに授業を見合うＯＪＴ週間の設定】 

若手の教員と経験豊富な教員がグループとなり、互いに授業を見合う期間を設定しています。自分とは違う

よさを発見したり、自分では気付かないアドバイスをもらったりすることで、自分の授業力にさらに磨きをか

けるよう努めています。 

 

【年間を通した管理職の授業へのアドバイス】 

                        年間を通して、校長・副校長が授業の様子を参観しアドバイスをしています。 

特に、年２回は、すべての教員の授業を１時間通して参観し、授業後には振り返 

りの時間を設定して、よい点やさらにこうした方がよいということを伝えること 

で授業力向上につなげています。 

 

 

 林町小学校ホームページＵＲＬ https://www.bunkyo-tky.ed.jp/hayashichou-ps/index.cfm 

（林町小学校ホームページ「林町トピックス」では、学校の様子を紹介しています。ぜひご覧ください。） 
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よろしくお願いします。 
 

主任教諭 馬場 千恵 

 ４月から、駕籠町小学校より異動してまいりました、馬場千

恵と申します。今まで、植物園見学や町たんけんなどで度々訪

れていたこの地域に着任したこと、不思議なご縁を感じており

ます。林町の元気な子供たちと、これから楽しく過ごしていき

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

主任教諭 佐野 圭一 

 今年度、足立区立花畑第一小学校から参りました、佐野

圭一と申します。情緒の特別支援教育に携わってきた経験を

活かして、子供たち、一人一人の気持ちに寄り添いながら、

自信をもって活躍できる場面を、たくさんつくっていきたい

と思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

教諭 長谷川 眞梨子 

今年度より、林町小学校に着任となりました長谷川眞梨子と

申します。毎朝、校門で林町小学校の皆さんと元気なあいさつ

をして１日を始められることがとても嬉しいです。一人一人の

もつ創造性を大切にした図画工作科の学習ができるよう、努め

て参ります。よろしくお願いいたします。 

教諭 鈴木 千夏 

 今年度、荒川区立汐入小学校より異動してまいりました、

鈴木千夏（すずきちなつ）と申します。自分が慣れ親しんだ

文京区の地に着任することができて、とてもうれしく思って

おります。明るく楽しく、子供たちが毎日安心して過ごせる

よう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

教諭 長倉 里奈 

 今年度林町小学校に着任いたしました、長倉里奈と申しま

す。林町小学校の明るく素直な子供たちとの出会いを経験した

ことにより、これからの毎日がより楽しみになりました。担任

する学級以外の児童とも積極的に関わり、信頼される教員にな

りたいと思っています。よろしくお願いいたします 

教諭 百合草 敦郎 

初めまして。今年度林町小学校に着任いたしました、百合

草敦郎と申します。林町小学校の子供たちに会えることを、

とても楽しみにしていました。子供たちの日々の挑戦を応援

するとともに、友達と学び合うことができる環境づくりに励

んで参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

教諭 宮崎 隆司 

 林町小学校に着任いたしました宮崎隆司です。出身は伊豆大

島です。大島高校卒業まで硬式野球を専門にやっておりまし

た。３ヶ月前に腰の手術をしたため、現在は、運動規制がかか

っておりますが、子供たちと早くいっしょに遊べるようになり

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

教諭 土岡 未可子 

 今年度、林町小学校に着任いたしました、土岡 未可子

（つちおか みかこ）と申します。林町小学校の子供たちと

過ごしていく中で、分からないことを優しく教えてあげる姿

を何度も見て、感心いたしました。優しく明るい子供たちと

楽しく毎日を過ごし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。 

ひまわり学級 交流及び共同学習支援員 喜古 由紀枝 

 文京区立第一中学校から再び林町小学校に戻ってきました。

私がいた６年前のひまわりは１２人でした。今年度は３５人に

増えていてびっくりしました。人数が増えても伝統がしっかり

受け継がれ、さらに教育内容も進化していると感じました。み

なさん、よろしくお願いいたします。 

ひまわり学級 交流及び共同学習支援員 須田 悠輝 

今年度より林町小学校でお仕事させていただくことになり

ました。ひまわり 3 年生を担当します。子供と関わり、す

てきな笑顔を見て、楽しく過ごすことができて幸せです。一

人一人が元気に明るい学校生活を送ることができるよう支援

していきます。よろしくお願いいたします。 

ひまわり学級 交流及び共同学習支援員 吉田 文子 

 今年度、新規採用で交流及び共同学習支援員を勤めさせて頂

きます。長い間、家庭と仕事の両立をしながら民間企業で働い

た後、しばらくの間学習支援塾に勤務していました。これから

林町小学校の一員として様々な場面を通じ、子供たちの良いと

ころが伸ばし、明るく学校生活を送れるよう支援していきま

す。 

ひまわり学級 交流及び共同学習支援員 對馬 空 

今年度、交流及び共同学習の支援員を務めさせていただき

ます。ドキドキしながら林町小にやってきました。明るくて

元気いっぱいの子供たちと過ごす毎日がとても楽しいです。

主にひまわり学級にいることが多いですが、学校内で顔を合

わせた時は、気軽に声を掛けてくださると嬉しいです。これ

からよろしくお願いいたします。 

ひまわり学級 交流及び共同学習支援員 加藤 健司 

 今年度、新規採用で林町小学校へ参りました。民間企業を退

職後、長野にて洋酒製造会社の立ち上げに関わっていました。

子供たちの純粋無垢な笑顔とひたむきに頑張る姿に、私が元気

をもらっています。これからも、笑顔の絶えない学校生活を送

っていけるように子供たちと共に成長していきたいです。 

 



 

 

ありがとうございました 
 

主任教諭 西川 寛幸 

 林町小学校には８年間在籍し、ひまわり学級の担任として

日々子供たちの成長を見守ってきました。林町小学校は、交

流学級の子供たちがとても温かく、交流及び共同学習を一緒

に深めていくことができました。これからも様々な学習や行

事を通して、共に成長してほしいと思います。 

教諭 小島 貴行 

 林町小学校では 7 年間お世話になりました。林町小の温かい雰

囲気の中、子供たちと毎日楽しく過ごさせていただいたことに感

謝と幸せを感じています。林町小学校での思い出を胸に、新しい

学校でも変わらず全力で頑張っていきたいと思います。みなさん

のことを心より応援しています。ありがとうございました。 

主任教諭 堀江 美々子 

７年間、皆様には大変お世話になりました。その間には私

事ですが、1 年 3 か月ものお休みをいただき、復帰後は子供

の豊かな発想や元気な姿が私の力となって、生きている実感

と感動の毎日でした。保護者の皆様、地域の皆様、７年間、

支えていただきありがとうございました。 

教諭 池田 恭平 

 林町小学校では４年間お世話になりました。林町小学校の素直

で元気な子供たちと過ごした４年間はとても幸せでした。新しい

学校でも、みなさんとの思い出を胸に頑張ってきます。これから

も林町小学校のみなさんのことを応援しています。何があっても

「前向きに！」楽しく過ごしていきましょう。 

教諭 齋藤 友基 

 ３年間という短い間でしたが、たくさんの子供たちとのす

てきな思い出がいっぱいの毎日でした。子供たちの一生懸命

勉強する姿、外で元気に遊ぶ姿、友達と仲よくしている姿、

どの姿も私の心に残っている宝物です。これからも友達と仲

よく元気に過ごしてください。応援しています。 

算数少人数 教諭 亀﨑 利佳 

半年という短い期間でしたが、3～６年生は算数で、また低学

年は補教で一緒に活動しました。コロナ禍でも明るく元気なみな

さんの笑顔は、よい思い出です。委員会などの係の仕事も進んで

行っていましたね。これからも林町小学校のみなさんを応援して

います。 

教諭 中野 由美子 

娘の母校である林町小に、約 3 年半お世話になりました。

その間に多くの子供たちと出会い、一緒に笑ったり怒ったり

悩んだり。全ては、私にとってかけがえのないものとなりま

した。そして、その全てを温かく見守ってくださった保護者

の皆様には、感謝してもしきれません。本当にありがとうご

ざいました。どうかまたお会いできる日まで、お元気で。 

都講師 鹿原 東子 

 ２年間、低学年の算数少人数を担当させて頂きました。児童の

みなさんの学習に取り組む姿や明るい笑顔に励まされ、元気付け

られていました。ありがとうございました。算数の答えは一つで

も、そこに辿り着く道は様々です。自分で考える楽しさ、友達の

考えから視野を広げる喜びに巡り会えるよう祈っています。 

ひまわり学級 共同及び交流学習支援員 伊林 美香 

 林町小の子供たちは、明るくて元気な子が多く、毎日楽し

く働かせていただきました。小学校で働くのは初めてでした

が、子供たちの成長を間近で見ることができ、とても幸せで

した。現在は、兵庫県で暮らしています。遠くからいつでも

林町小の子供たちを応援し、成長を祈っています。 

ひまわり学級 共同及び交流学習支援員 高三 佳子 

令和３年度、交流及び共同学習の支援員として１年間努めさせ

ていただきました。ひまわりでは、６年生を担当しました。年間

を通して、コロナの影響を受けながらも、子供たちが元気に生活

し、自分の目標に向かって頑張る姿を見ることができて、嬉しく

思います。ますますの子供たちの成長をお祈り申し上げます。 

ひまわり学級 交流及び共同学習支援員 荒井 はるか 

 林町小学校での２年間、明るく元気な子供たちと一緒に過

ごすことができ、とても幸せでした。どんな日もお友達と楽

しそうに笑い合っている子供たちを見て「今日も頑張ろう」

と前向きな気持ちになりました。これからも、友達や先生と

の関わりを大切にして、自分の心を成長させて下さい。 

ひまわり学級 共同及び交流学習支援員 鈴木 良子 

 １年間の勤務でした。文京区の小学校の環境に自分が対応でき

るのかと思いながら、行事や課題を児童と共に終了することがで

きました。林町小学校の教育方針や PTA の方々のしっかりした

活動の中で守られ育っていく子供たちを、これからも応援したい

と思います。ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行 事 開 

1 日  た 

2 月 
５６年ひ高視力検査 離任式 

          ICT 都 SC 
ア 

3 火 憲法記念日  

4 水 みどりの日  

5 木 こどもの日  

6 金 
個人面談 34 年ひ低視力検査 

１年５時間授業始 尿検査一次追加 
ア 

7 土 
 

た 

8 日  た 

9 月 
１２年視力検査 個人面談 

【金曜時程】   ICT 都 SC 
ア 

１０ 火 
避難訓練 個人面談 

【金曜時程】     区 SC 
ア 

１１ 水 眼科検診     ア 

１２ 木 

12３年歯科検診 個人面談 

４年バレーボール教室  

【金曜時程】     区 SC 

ア 

１３ 金 委員会活動              ICT ア 

１４ 土  た 

１5 日  た 

１６ 月 
ひ聴力検査 個人面談 

【金曜時程】都 SC 
ア 

１７ 火 ２年遠足 １５年聴力検査 ア 

１８ 水 
６年都意識調査 

２３年聴力検査 
ア 

１９ 木 
４５６年ひ耳鼻科検診  区 SC 

４年バレーボール教室    ICT 
ア 

２０ 金 尿検査（２次） クラブ活動 ア 

２１ 土 土曜授業公開（４時間） た 

２２ 日  た 

２３ 月 
尿検査（二次追加）３年遠足  

【金曜時程】 ICT 都 SC 
ア 

２４ 火 ５年八ヶ岳事前検診     区 SC ア 

２５ 水 ５年八ヶ岳移動教室始 ア 

２６ 木 
１２３年耳鼻科検診  区 SC 

４年バレーボール教室    ICT 
ア 

２７ 金 ５年八ヶ岳移動教室終 ア 

２８ 土  た 

２９ 日  た 

３０ 月   ICT 都 SC ア 

３１ 火 区 SC ア 

【５月の生活指導】 

健康で安全な生活をしよう 

       《５月の行事予定》 

 

SC: ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 月（都:榊原）火木（区:伊藤） 

校庭開放：た（たいさん木）ア（アクティ林町） 

 

「林町の生活指導」 

              生活指導主任 荒尾 一輝 

新年度が始まり約 1か月、各学年とも新しい顔ぶれ、

新しい教室での学校生活が始まりました。日々を平穏に

過ごしていくために何よりも大切になるのが、安心・安

全です。この 1か月の間に各教室では学級づくりととも

に、ルールの確認が行われました。細かい約束事はお子

さんの発達段階や実態に応じてクラス間で違う部分もあ

りますが、学校全体としての約束は「林町小学校 生活

のスタンダート」に示されています。学校生活の軸とし

て今後も意識させていきたいと考えます。 

また、春の交通安全運動と合わせて、各クラスでも安

全に関する指導を行いました。各家庭でも通学路を守る

こと等安全について話題にしてみてください。 

 

 

「健康と体力の向上について」 

             体育的活動部 秋山 佳範 

東京都では、児童・生徒の体力が低下している状況に

鑑み、その実態を把握・分析し、体力・運動能力等を向

上させるための取組に生かすことを目的として、都内の

全公立小学校で体力テストに取り組みます。林町小学校

の昨年度の実態としては、柔軟性が都の平均を上回った

以外はすべて、平均をやや下回る結果となりました。校

庭を元気よく走り回ること、力いっぱいボールを投げ合

うこと、掃除の時間に雑巾をしっかりと絞ることなど、

日常的な教育活動の中でも体力は高まっていきます。こ

のような意識を児童と教員とが共有し合うことで、日々

の学校生活を体力向上のための価値ある時間にしていき

ます。 

 

 

「いのちと人権を考える月間」 

人権教育担当 和田 萌 

文京区では５月と１２月を「いのちと人権につて考え

る月間」とし、子供たちが自尊感情や自己肯定感を高

め、自分や他者のいのちや人権を大切にしようとする心

や態度を育てる取り組みの充実を図っています。 

いのちや人権を大切にするために、学校では生活科や

社会科、総合的な学習の時間において体験的な学習がを

ったり、ゲストティーチャーを招いたり、関係機関を訪

問したりすることがあります。様々な体験を通して、子

供たち一人一人が「相手を受け入れる」ことや「互いの

違いを認め合える」ように取り組んでいます。 

 


