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今年も「桜爛漫」という文字・語感がぴったりの、国立の春が巡ってきました。

この季節になると、私が本校に最初に出勤した２年前の４月１日を思い出します。

大学通りの見事な桜並木をタクシーで過ぎ、右に曲がったら、またもや続く更なる

桜並木に、本当に驚きました。おかしな例えですが、ちょっと油断したら不意打ち 

をくらった、という心境でした。その通りが「さくら通り」と名付けられていることを後に知って、なるほ

ど、ストレートだけど、正にぴったりの名前だわ、と思ったものでした。 

 

先月２５日に卒業生８７名が巣立ち、今日新入生６２名を迎え、児童数４０６名で新たなスタートを

切りました。お子様のご入学・ご進級を教職員一同、心よりお祝い申し上げます。 

 ４月１日、平成２７年度の年頭にあたり、教職員に学校経営方針について説明しました。その基本

理念は、「相互依存ではない、真に『学び合い、助け合い、きたえあう』ことのできる子供たちを教職

員一丸となって育てていくこと」です。そのためには、私たち教職員こそが互いに切磋琢磨し、向上

する集団でなければなりません。授業力の向上をめざし、校務改善によって生み出された時間を、子

供たちが学ぶ喜びを実感できる授業づくりのための教材研究に充てます。その際、それぞれの教員の

専門性を生かし、『学び合う』ことを大切にしていきます。そのために、校内研究を充実させるととも

に（その様子は「のびるよ そだつよ」という校内研究便りで保護者の方にお知らせします。参観も

大歓迎です）、教員が小グループに分かれ、自主的な研究テーマを設定して行うＯＪＴグループ研究も

並行して行っていきます。 

  また、信頼される開かれた学校づくりのために、「児童のよりよい変容」を積み重ねるよう指導を行

うと共に、その変容を見逃さず、保護者の方にきちんと伝えていくようにしていきます。指導に関し

ては、公正・公平で、ぶれないことを常に心し、子供たち・保護者の方の信頼を得るよう努めます。   

  年度末に子供たちに手渡す修了証の意味を改めて胸に刻み、その 1 年間で身に付けるべきことを、

学習面・生活面・心情面においてしっかりと身に付けさせるよう指導します。 

  本年度、オリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受けることができましたので、運動用

具の購入、指導法の研修受講、講師による講演などを実施し、心と体の健康教育を充実させていきま

す。 

１０月３１日、開校５０周年記念行事を行います。このことで、子供たち、教職員、そして保護者・

地域の方が、共に学校の節目の年を祝うことができる喜びを共有し、国立第五小学校の一員であるこ

とに誇りがもてるような式典・集会を企画していきます。 

「毎日が授業参観日」の気持ちで私たちは教育活動を行っています。お気軽にお子さんの様子を見

にいらしてください。また、校長室にもご遠慮なくお立ち寄りください。平成２７年度も、教育活動

へのご理解・ご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。 
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お詫び：昨年度 修了式の日にお渡しした「あゆみ」「修了証」ですが、複数のクラスに出席日数の入力

ミス等がありました。本日、該当のクラスのお子さんには、前担任から訂正したものをお渡しいたしまし

た。今後、このようなことがないように、さらにチェック機能を強化して行く所存です。ご迷惑をおかけ

し、本当に申し訳ありませんでした。 



平成 27 年度 国立市立国立第五小学校教職員一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お世話になった先生方・主事さん方 新たに赴任した先生方・主事さん方 

主幹教諭 山﨑 忠彦 国立市立国立第八小学校 主任教諭 高松 浩二 中野区立大和小学校 

主任教諭 高橋 恭一 練馬区立豊玉第二小学校 教  諭 井上 明日香 杉並区立済美小学校 

教  諭 小島 章宏 福生市立福生第六小学校 教  諭 宮崎 志歩 新規採用 

事務嘱託員 関 ちよ子 国立市立国立第二小学校 教  諭 原田 翼  新規採用 

給食配膳員 田中 千恵 国立市立国立第二中学校 事務嘱託員 鈴木 朋恵 新規採用 

都 SC  石坂 三重子 退職 都 SC  平野 正巳 新規採用 

給食配膳員 樋口 優子 退職 給食配膳員 越智 洋子 国立市立国立第六小学校 

 給食配膳員 安田 香織 新規採用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年 １組 ２組 ３組 

１年 ◎橋詰 宏子 井上 明日香  

２年 ◎松田 晴海 伊三部 優介  

３年 ◎直井 淳也 原田 翼  

４年 ◎大江 葉子 樋口 詩織  

５年 ◎南條 典子 本田 慈  

６年 ◎林 崇  西岡 朋美 松木 貴子 

つくし学級 1組…圓谷 智子  宮﨑 志歩   2組…津久井 汐理    ３組…◎高松 浩二 

校  長  大 山  紀 子 

副 校 長  岩 井  一 雄 

主幹教諭  直井 淳也  堀田 恵美 

主任教諭  南條 典子  今井 恭子  橋詰 宏子  林 崇  松木 貴子  高松 浩二 

教務主任 直井 淳也    生活指導主任 堀田 恵美   研究主任 林 崇 

特別活動主任 南條 典子   保健主任 小田 裕美子   特別支援教育主任 高松 浩二 

専  科  【音楽】今井 恭子   【図画工作】◎堀田 恵美    

【算数少人数】相賀 佐知子   【養護】小田 裕美子 

退職教員ボランティア  水野 美枝子(1・2 年生音楽、1 年指導補助) 

講  師  塚越 絵里子  山岡 佳乃子  大江 潤子 

スクールカウンセラー  平野 正巳   外国語指導助手(ＡＬＴ)  和田 愛 

スマイリースタッフ  齋藤 小百合  岡田 直子  福島 梓 

事  務  張替 勇治(都)   鈴木 朋恵(市)    用  務  梶原 慎二  菊田 稔 

特別支援学級指導員  小山 香子   堀江 智子  宮田 玲奈   図書員  岩崎 直美     

ICT 支援員  小松 信治  給食配膳員  杉本 延枝  越智 洋子  安田 香織 

   4月行事予定  生活目標 きまりを守り、楽しい学校・学級にしよう 

６日（月） 始業式 入学式 
７日（火） ４時間授業 ３時間授業開始（１年） 身体測定(４・５・６年) 
８日（水） 心臓検診 給食始 
９日（木） 身体測定(１，２，３年，つくし)  保護者会（１，２年） 
１０日（金） 1年生を迎える会 保護者会(５，６年，つくし)    
１３日（月） 避難訓練   

１３日（月）～１７日(金) 地域訪問 
１４日（火） 尿検査 視力検査（６年） 保護者会（３，４年） 
１５日（水） 全校朝会 寄生虫卵検査 視力検査(４年) ４時間授業開始(１年) 
１６日（木） 内科検診(５，６年) 
１７日（金） 安全指導 ことばの教室(つくし) 内科検診（３・４年）  
２０日（月） 委員会 視力・聴力検査（つくし）  
２１日（火） 視力・聴力(２年)  全国学力・学習状況調査（６年） 
２２日（水） 音楽朝会 視力・聴力(３年)  ４時間授業  
２３日（木） 耳鼻科検診 給食始（１年）  
２４日（金） 遠足（４年） 視力・聴力検査（５年） 
２７日（月） 視力検査（１年） クラブ 
２８日（火） 離任式 聴力（１年） 
３０日（木） ５時間授業開始（１年） 

◎は主任 

地域訪問の詳細は、各学級から

お知らせいたします。 


