
 

 

 

 

窪 町 小 学 校 令 和 ４ 年 度 ４月号 

窪町小学校ホームページ http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kubomachi-ps/ 

窪 町 だ よ り 

「あなたの花」 

校長 西幅孝弘 

３月、凛々しい姿の卒業生が体育館に澄み渡る歌声を 

残し家族、友だちと肩を寄せ合い春の光の中、巣立って 

いきました。中学校でのさらなる活躍と健康を心から願 

っています。 

４月、冬の寒さに耐えた花壇の花々が、まるで歳時記 

のように桃色や黄色、クリーム色や白色の可愛らしい花 

を咲かせています。その花々は、一つひとつ形が違いま 

す。背の高さも、大きさも色も同じものは一つもありま 

せん。水やりをしながら一つひとつを眺めていると、子 

どもたちの顔が自然と目に浮かびました。 

子どもは一人ひとりが特別な個性と無限の可能性をもっています。私たち教職員は一人ひとりがもっているよさや可能性

をしっかりと見つめ、伸ばし、明るい笑顔の花を咲かせていきたいと考えています。９０１名、一人ひとりが自分らしい「花」を

力強く咲かすことができるよう、私たちは目をかけ、手をかけ、心を寄せていきます。教職員一同気持ちを新たにして臨んで

いきたいと思います。 

子どもたちの心の中に 

「早く明日にならないかなぁ。」 

「早く学校に行きたいなぁ。」 

という気持ちが広がっていくことを本年度も引き続き大切にしていきます。そのためには、学びを通して子どもが楽しさや

喜びを感じたり、自分や友だちのよさを理解し、認め合ったりすることが大切です。そうした積み重ねの中で、子どもたちは学

び合うことの大切さを実感していきます。また、そのような温かい学級や学校の空気が、のびのびとした色彩豊かな「花」を咲

かせ、互いに認め合いさらに伸びていくのだと思います。 

 

現在、環境問題、社会問題、急速な ICT化など著しい変化を続ける社会、感染症による特別な状況も２年間続いていま

す。社会全体が柔軟性を失いつつあると感じています。私たち大人は敢えて「こころのゆとり」を大切にしておおらかに子ども

たちを受けとめのびのびとした気持ちを引き出せるように向き合っていく必要性を感じます。 

こうした教育活動は、教職員だけでできることではないと考えています。地域の方々や保護者の方々とともに力を合わせ、

同じ目標「明日も行きたくなる学校」をめざしていければと願っています。どうぞご理解とご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新年度が始まる４月は、子どもたちの行動が活発になるため交通事故が増える傾向にあります。本日６日

（水）から１５日（金）まで全国交通安全運動が実施されます。学校でも交通安全指導を行いますが、通学路

や普段の生活で通る道を、各家庭で確認し、安全に過ごせるようお声かけをお願いします。 

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kubomachi-ps/
http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kubomachi-ps/


令和４年度 窪町小学校 校内組織 
 

校 長             西幅 孝弘 
副校長             松下由紀子 
事務主事            増田 友子 
教務主幹            青木 恵子 
生活指導主幹          浜崎 秀教 
経営支援部主任         橋爪 純子 
研究主任            和田 崇志 
保健主任            増本  紫 
特別活動主任          中洞 洋平 
特別支援教育コーディネーター  伊藤 嘉則 
食育リーダー（給食主任）    今泉菜穂子 
学校図書館教諭（司書教諭）   宇佐美拓哉 
道徳教育推進教諭        茂木 博介 

      
■学級担任、専科、養護教諭、講師、SC、特別支援教育支援員等（○：学年・専科主任） 

         １組       ２組      ３組     ４組     ５組  
 
１ 年  ○伊藤 嘉則  小島  渓   今泉菜穂子  具治慶太朗   鷹野 天音 
２ 年  〇青木 恵子  佐藤采也加   佐久間美咲  宇佐美拓哉    木村 由貴 
３ 年  ○和田 崇志  五十嵐千尋   田村 博文  柏木 英子   茂木 博介 
４ 年   豊田 真子  伊藤 勇樹   假屋理佐子 〇浜崎 秀教         
５ 年  ○薗田 早紀  赤堀  礼   河野 翔太  中洞 洋平            
６ 年   栗原 和也  川嶋 絵梨  〇工藤  輝  髙橋 りな 
 
音 楽   宝田 雄介（４～６年）   
図 工   神田 真理（４～６年） 
家 庭  ○増本  紫（５・６年） 
算数少人数 橋爪 純子（４～６年） 
外国語   鵜澤 彩子（３・５・６年） 
養 護   島村はるみ    
      諸岡 瑞希 
講 師   髙栁  優（３・４年算数少人数） 梶野 道子（２年算数少人数・２の１図工） 

森平真理子（１の１、１の２、１の４、１の５、２・３年音楽）   
住野知恵子（６年書写）      久保美智子（３～５年書写） 

 
理科支援員         川端加代子（６年） 
都ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ        原口  幸（週１回、火曜日に在校） 
都ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ        田中 秀明（週１回、金曜日に在校） 
区ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ        土岐 静佳（週２回、月曜日と水曜日に在校） 
特別支援教育担当指導員   笠井 美紀  石渡戸えりか 
特別支援教室専門員     和田 康宏 
学校図書館司書       面来 美保（月・火・木・金） 
巡回指導教員        奥山 慎太郎（月・火・木） 

 
 
■事務職、栄養士、用務主事、学童擁護、警備等 

事務主事     増田 友子  野口 滋子 
栄養士      藤田 華澄 
用務主事     吉田 明弘  石原 廣仁  藤田 惠治  鈴木きく子 
スクールサポートスタッフ      金山 京嗣  奥富 稲美 
学童擁護     中込しげ子  菅野 直子  横山 秀子 
学校管理     後藤 重久  渡辺 廣志  伊藤 文夫  高木 忍  服部 高志 
   

 

 

 



■教職員の異動等 
 
１ 退職    副校長        時田  隆（退職）  

教諭         須江由紀子（退職） 
特別支援教室専門員  猪爪 彩子（退職） 
用務主事（会計年度） 田久保順子（退職） 
学童擁護（会計年度） 中村 洋子（退職） 

 
 
２ 転出    主幹教諭       古谷 恵子（足立区立渕江第一小学校へ） 

主任教諭       大瀧 隼一（板橋区立板橋第六小学校へ） 
主任教諭       渡邊  幸（北区立豊川小学校へ） 
教  諭       高橋 宗弘（文京区立礫川小学校へ）  

 
 
３ 転入    副校長        松下由紀子（文京区立明化小学校より） 
        主任教諭       木村 由貴（文京区立明化小学校より） 
        主任教諭       栗原 和也（葛飾区立亀青小学校より） 

主任教諭       中洞 洋平（自校昇任） 
教  諭       假屋理佐子（板橋区立中台小学校より） 
教  諭       田村 博文（目黒区立向原小学校より） 
特別支援教室専門員  和田 康宏（文京区立指ヶ谷小学校より） 

        学童擁護（会計年度） 横山 秀子（文京区立礫川小学校より） 
         
  
 
４ 採用    教諭（新規採用）   小島  渓 
        用務主事（会計年度） 鈴木きく子 
        スクールソーシャルワーカー         西崎 彩夏 

スクールサポートスタッフ     奥富 稲美 
        警備員        服部 高志 
         

 

 


