
  
 
 
 

 
平成３１年度 金富小学校 教職員の異動･退職、組織等について 

 
■ 退職・転出・任期終了の教職員          ■ 転入・新規採用の教職員 
＜転  出＞ 
校  長 林  禎久 中野区立白桜小学校へ 
主幹教諭 佐藤 喜裕 文京区教育センター指導主事へ 
主任教諭 植村 耕作  町田市立鶴川第一小学校へ 
教  諭 渡邉 悠子  東村山市立青葉小学校へ 
教  諭 鈴木りえ子  江戸川区立大杉小学校へ 
＜退  職＞  
教  諭 中井  麻美 
＜任期終了＞  
教諭 杉山 圭子 教諭 小山 俊男 
教諭 増子 天太 教諭 渡部 勝利 
特別支援教育専門員 坂内 直浩 

＜転   入＞ 
校  長 山田 晴康 文京区立昭和小学校より 
主幹教諭  蜂谷 顕一  文京区立指ヶ谷小学校より 
主任教諭  町田 祐作  江戸川区立上一色小学校より 
主任教諭  江尻 聖子  練馬区立北町西小学校より 
主任教諭  松谷友里奈  足立区立西伊興小学校より 
主任教諭  青木みどり  文京区立小日向台町小学校より 
教  諭  秋元  映 江東区立豊洲小学校より 
教  諭  山下 晃代  世田谷区立烏山北小学校より 
教  諭  鶴田  彩  武蔵野市立第二小学校より 
教  諭  相澤 裕美  文京区立小日向台町小学校より 
＜新規採用＞ 教諭 渡部 勝利 教諭 村松 奏 
＜産育休代替＞ 教諭 青木 大輔 教諭 川村 和豊 
             教諭 竹内 麻衣 

■ 担任等の体制 

管理職 校 長  山田 晴康 副校長  渡邉 民雄 
 

主要 
主任 

 
教    務【主任】佐藤将宏 【副主任】児島希代子       生活指導【主任】蜂谷顕一【副主任】山﨑哲平 
研    究【主任】澤 武嗣 【副主任】鵜飼万里代・町田祐作  保    健【主任】今堀佳子   
特別活動【主任】大輪 陽 

 
 １ 組 ２ 組 ３ 組 副担任 

１年 山下 晃代 藤原 康恵(任) 【学年主任】田村理華(任) 
今堀 佳子 

２年 【学年主任】高橋 映子(任) 川村 和豊 渡部 勝利 
３年 青木 大輔 鶴田 彩 【学年主任】山﨑 哲平(任) 町田 祐作 
４年    大輪 陽 【学年主任】児島希代子(任) 遠藤 正孝 竹内 麻衣 
５年 【学年主任】鵜飼万里代(任) 佐藤 将宏(幹)  

蜂谷顕一 
６年 澤  武嗣(任) 【学年主任】須貝麻紗子(任)       
専科 算数少人数 町田祐作(任) 音楽(３～６年)  竹内麻衣 図工(３～６年) 蜂谷顕一(幹) 養護教諭 今堀 佳子(任)      

ことばときこえの教室 
【教室主任】 

深澤久子(任) 
【教室副主任】 
江尻聖子(任) 

【教室副主任】 
伊勢紗季子(任) 

高野美咲 村松 奏 

学びの教室 
【教室主任】 

青木みどり(任) 
【教室副主任】 

松谷友里奈(任) 
秋元 映 相澤裕美  

産休･育休等 大塚 佳恵(任) 仲野 千尋 山科 加奈 大林紗也佳(任) 
   ※ (幹)は主幹教諭、(任)は主任教諭・主任養護教諭、それ以外は教諭 

特別支援教育担当指導員 岩見 美幸       
講  師 稲川百合香 杉村 咲季 関 潤子 中田倭文子 松本 美香    

スクールカウンセラー(SC) 【東京都 SC】小柳 悦子(火曜) 【文京区 SC】鹿内 恵(月曜、金曜) 

事  務 島野 ゆみ 千堂 木綿子 

栄養士・給食業務 松丸  奨 民間委託（株）葉隠勇進(はがくれゆうしん) 

用  務 笠松 延江 小林 康行 花口  誠 

学童擁護 今井  正 丹野 安子 廣井 照子 

受付管理業務 澤地 伸幸 杉﨑 信雄 森本 宏 町田  弘 阿部 光夫 
 

 
校 長 山田 晴康 

 春の暖かい陽ざしが心地よい季節となりました。開校１１１年目を迎える本校に、新一年生８６人を
迎え、全校児童４８９人、１６学級、そして「ことばときこえの教室」、「学びの教室」を加えて学校生
活がスタートいたしました。 
 お子様のご入学、ご進級、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。 
さて、このたび、林 禎久校長の後任として、文京区立昭和小学校より着任いたしました 山田 晴康

でございます。子どもたち一人一人が、自分の成長やよさを実感し、一つ上の自分を目指し、わくわく
しながら通う金富小学校であるために、次のことを大切にしてまいります。 
まず、『確かな学力』です。「できた、わかった」の喜びや楽しさを味わわせてまいります。次に、

『豊かな心』です。礼儀、感謝の気持ちを大切にし、周りの人とポジティブに関わることを意識させて
いきます。そして、『健やかな体』です。体を動かす心地よさとともに、健康に対する意識を高めてい
きます。子どもたちにとって“もっと わくわくする 学校”を目指し、今年度も教職員一同の力を結
集し、努力してまいります。どうぞ、保護者、地域の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしく
お願いいたします。 

もっと わくわくする 明日へ 

４月号 桐 の 葉 平成３１年度 学校だより 
平成３１年４月８日 
文京区立金富小学校 
校 長 山田 晴康 


