
 
 
 
 
 

校長 小川 深雪 
 
         四方より 花吹入れて にほの波       （松尾 芭蕉） 

  
陽春のみぎり、４月８日の始業式、入学式を迎え、新年度がスタートしました。保護者の皆さま、地域の皆

さまには、本校への温かいご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
「平成」の次の元号が「令和」になることが四月一日に報じられました。人々が心を寄せ合い、良い文化を

はぐくんでいきたいという願いがこめられているとのこと。学校においても、児童、教職員、保護者、地域の
皆様等この林町小学校にかかわるすべての人達が、心を寄せ合い、力を合わせ良い学校文化、地域文化を一層
築いていけるよう願い努めてまいります。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 

＊退職・転出・転入・新規採用の教職員 

【退職】 
 

主任養護教諭 千原 恵美子  

区非常勤職員（用務） 中山 豊 

 
 

産育代替     渡辺 祥子 

産育代替    奥薗 健一 

都講師（音楽） 森本  美月 

区講師（特支） 本宮 彰子 

区講師（特支） 内山  夕斗  

特別支援教育担当指導員 木村 和子 

特別支援教室専門員 小林 悦子 

交通安全誘導員  鎌田 信幸 

区スクールカウンセラー 仲村 亜津沙 

【任期終了】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
【転出】 
   教諭           黒木 亜貴   ＊板橋区立弥生小学校へ 

   教諭           相坂 岳宏   ＊大田区立梅田小学校へ 

   事務           里見 摩美   ＊文京区立大塚小学校へ 
  
【転入・新規採用等】 

○主任教諭                  清水 良      ＊東京学芸大学付属世田谷小学校より 

○教  諭          岩崎 佳美     ＊北区立梅木小学校より 

○教  諭          清水 一輝      

〇教  諭（ひまわり学級） 小梅枝 梢     ＊北区立王子第二小学校より 

   ○教  諭（図工）     齋藤 友基 

○養護教諭         田中 亜希子    ＊板橋区立舟渡小学校より    

○特別支援教室専門員    小原 千恵子 

○区非常勤職員（用務）   古舘 高孝 

○交通安全誘導員      柴野 圭司      ＊文京区立明化小学校より 

○都事務          大石 佳代子 

○区講師（ひまわり学級）  伊東 佳代子 

○区講師          中村 玲子 

○区スクールカウンセラー  伊藤 瑛子 

○教諭（育休より復帰）   柴原 春佳 

○教諭（育休より復帰）   吉田 千夏 

林町の教育 
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平成３１年度の組織（４／８現在） 
 校長         小川 深雪 
副校長         金子 一芳 
○学年・専科主任       

 １年１組    濱田恵子教諭 
１年２組 ○中岡真知子教諭 
１年３組  小島貴行教諭 

  ２年１組    清水一輝教諭 
 ２年１組  飯吉千栄子教諭 
２年２組 〇岡本理恵教諭 

 ２年３組  中野由美子教諭 
３年１組   柴原春佳教諭  
３年２組 ○岩崎佳美教諭 
３年３組  池田恭平教諭 
４年１組 ○中村隆之教諭     
４年２組   辻下はるか教諭 
４年３組   石田かほる教諭 
５年１組  ○志村容子教諭 
５年２組   田端真之教諭  
５年３組  北原悠教諭 
６年１組  ○久保田芳恵教諭 
６年２組  清水良教諭 
ひまわり1組 （１年）  富岡麻友美教諭 

（２年）  西川寛幸教諭 
ひまわり２組（３年）  小梅枝梢教諭 
ひまわり３組（４・６年）松本真理教諭 

  英語    大塚麻由教諭 
算数少人数  吉田千夏教諭 

  音  楽  ○荒尾一輝教諭 
  図画工作    齋藤 友基教諭                
  養  護    田中亜希子教諭 
  事  務    大石佳代子 
  栄養士      清水由紀        

都・区講師 関川小弥香    

区講師（ひまわり学級）松浦恵子 伊東佳代子   

区交流及び共同学習支援員 寶田七穂 髙橋紀子 

山崎健太郎 工奈桜子 

「学びの教室」巡回指導教員 田村久美子  

山下由美子 

区特別支援教育担当指導員       

都特別支援教室専門員   小原千恵子     

都講師（１・２年音楽）  中村玲子    

都講師（１・２年算数他） 松岡桂子      

都講師（家庭科他）    上田智子      

  都スクールカウンセラー（月）榊原英之     

 区スクールカウンセラー（水・木）伊藤瑛子 

用務主事   岩垣幅夫 鈴木きく子 古舘髙孝 

事務補助   大木静枝      

警  備    遠藤寿彦  鳥山康 

受付業務    山﨑時江  水町律     

交通誘導員  今城久雄 霜村喜一 吉岡利秀 

 柴野圭司 

図書支援員（火水木金） 徳田雅美 

ICT支援員：上田亜矢子月４回   

理科支援員（６年・金）：富田香    

バリアフリーパートナー：川瀬厚子（火・水）   

 

《４月の行事予定》 

               

 

 

 

 

【４月の生活指導】

  行  事  

１ 月   

２ 火      

３ 水   

４ 木        

５ 金 春季休業日終 前日準備   

６ 土  た 

７ 日  た 

８ 月 
始業式① 入学式10:00          
           

 

９ 火 給食始 交通安全下校指導   

１０ 水 B時程 安全指導   ＳＣ伊藤  

１１ 木 心臓検診１年・該当者 ＳＣ伊藤  

１２ 金 
Ｃ時程１年給食開始 尿検査（全） 
内科検診４５６年 委員会活動⑦  

 
 

１３ 土  た 

１４ 日  た 

１５ 月 
Ｃ時程 保護者会（全）PTA委員総会  
対面式 登校指導（～１７日） 
身体測定３５年  ＳＣ榊 

 
 

１６ 火 身体測定１４年ひ 避難訓練  
 
 

１７ 水 B時程 身体測定１６年  ＳＣ伊藤  

１８ 木 
歯科検診１２３５年  ＳＣ伊藤  
全国学力調査６年 区学力調査４年  

 

１９ 金 
Ｃ時程 内科検診１２３年ひ 
クラブ活動⑦  

 

２０ 土  た 

２１ 日  た 

２２ 月 視力６年 消防写生会２年  ＳＣ榊  

２３ 火 ４年自然体験活動 視力５年     

２４ 水 
B時程 １年生を迎える会 視力４年

ＳＣ伊藤 
 

２５ 木 
１年交通安全教室 
歯科検診４６年ひ ＳＣ伊藤 

 

２６ 金 Ａ時程 離任式  

２７ 土  
 
た
  

２８ 日 昭和の日  

２９ 月 振替休日  

３０ 火 休日  

規則正しい生活をしよう 

ＳＣ…スクールカウンセラー 都→榊原（毎週 月）、区→伊藤（毎週 水・木） 

た…たいさん木の広場・・・（土日の校庭開放） 

ア…アクティ林町・・・（月～金の放課後遊び）  ５／８から行います。 

 



 


