
 

 

 

 
 

 
 

 

１２５年目の根津小学校 
 

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。心よりお喜び申し上げます。 

本日５５名の新１年生を迎え、全校児童２９９名、１２学級で令和４年度がスタートしました。昨日は、

新６年生が入学式や新年度準備のために１日早く登校しましたが、既に最高学年としての自覚が感じられ、

すすんで働く姿がとても頼もしく輝いて見えました。きっと１年生から５年生も新しい生活への期待感を

もって今日の始業式・入学式を迎えたことと思います。「今日から○年生だ。」と思った瞬間、気持ちが引き

締まり、行動そのものが変容するのですから、進級や入学という節目は、本当に特別なものだと改めて感じ

ます。今のやる気を持続できるように、「黄金の３日間」と言われる新年度最初のこの時期を大切に過ごし、

しっかりと１年間の目標を設定し、軌道に乗せていきたいと存じます。 

さて、今年度、本校は開校１２５年の節目を迎えます。明治・大正・昭和・平成・令和と５つの時代を経

て、一万三千人を超える卒業生の母校として、この地に在り続けた根津小学校。その歴史と伝統に誇りをも

ち、今年度も教育目標である「凜と歩む、根津小」の具現化に努め、目指す児童像「礼儀正しい子」「つよ

い子」「たくさん勉強する子」の育成に全力で取り組んでまいります。１０年毎に行われる記念式典や祝賀

会のような大きな催しはありませんが、大切な節目の年として、子供たちの心に残る実り多き１年間になる

よう、また、子供たち一人一人が自分の成長を実感できるよう、教職員一丸となって教育活動を推進してま

いります。今年度も、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

  

   
 

 

 

 

 

6 水 
 
 着任式 始業式 入学式 19 火 全朝 

全国学力調査(６年) 

歯科検診(１･２･３年) 

7 木  給食始(2～6 年) ※1 年生給食なし 11:45 下校 20 水  つつじ祭り見学 

8 金 
B 東京ベーシックドリル(算数)(2～6) 

発育測定（全） 委員会(7校時) ※１年生給食なし 12:00下校 

 

21 木  避難訓練 

9 土    22 金  
内科検診(2･6年) クラブ(7校時) 
1年生を迎える会(3校時) 

10 日   23 土   

11 月  安全指導  給食始(1年) 保護者会（全） 24 日   

12 火 全朝 歯科検診（４・５・６年） 歩行者シミュレーター(1年) 25 月  開校記念日 

13 水 B4 交通安全教室(5･6年）心臓検診(1年・対象者)  26 火 全朝 内科検診（3・4 年） 根津っ子班活動（中休み） 

14 木  交通安全教室(２･３･４年）３年生のみ自転車教室 27 水  聴力検査(1･2･3･5 年) 

15 金 B  28 木 B6 尿検査１次 耳鼻科検診(全) 離任式(6校時) 

16 土   29 金  昭和の日 

17 日   30 土   

18 月  消防写生会(2年) 学びの教室始   

４月号【児童数】 

文京区立根津小学校 
 

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。 

※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。 

空欄…A時程、B…B時程、           ※全校朝会は放送で火曜日に実施しています 

 

感染拡大の状況に

よっては予定が変

更になる場合があ

ります。 



 

 

 

 

 

 

 

退職   主任教諭      石井 頌子             

任期終了 育休代替教員   皆川 淑江   都スクールカウンセラー 森山 みな美   窓口受付員 後藤秀次 

特別支援教室専門員  長澤 京子  体力アップトレーナー  飯窪 みな美   

転出 

主任教諭   岡  朱音 北区立滝野川小学校へ         栄 養 士    齊藤 梨紗  文京保健所本郷支所へ 

教 諭   竹田 紗彩 江戸川区立篠崎第三小学校へ      教 諭       鈴木 愛美   中央区立中央小学校へ 

転入  

主幹教諭   三浦 雅史  足立区立江北小学校より     栄 養 士   布川 直子 文京区立茗台中学校より 

教  諭   森川 あかね  足立区立中川小学校より   特別支援教室専門員   板橋 そのみ 江東区立辰巳小学校より 

都スクールカウンセラー  鈴木 まゆ子 

新規採用    教  諭   郷家 結子      教  諭   太田 樹希     教  諭  矢島 佳穂 

新規任用  窓口受付員    磯部 幸惠  

 

校長     四家 薫    

主幹教諭   塚田 昌彦 

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   小林 一匡   森川 あかね 

２年担任   黒須 正則   安達 ゆり                                              

３年担任   中村 久幸   永富 愛里 

音楽     酒光 法子 

図工     川合 茜 

算数少人数  矢島 佳穂 

養護     今堀 佳子 

栄養士    布川 直子 

区・都講師  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 鈴木 まゆ子 

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 小暮 健太 

スクールサポートスタッフ 鈴木 茂次 

 

＊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   三浦 雅史 

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 

 

１組        ２組                       

４年担任   伊藤 美濃   長谷川(金山) 智香                     

５年担任   三浦 雅史   田中 綾乃 

６年担任   塚田 昌彦   郷家 結子 

学びの教室巡回指導教員    田村 久美子  阿部 阿希子 

山下 由美子  太田 樹希 

特別支援教室専門員    板橋 そのみ 

特別支援教育担当指導員  大坪 朝葉  石岡 安奈 

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  樫本 繁美   磯部 幸惠    

 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４年度 教職員紹介～ 

 

 


