
ご入学、ご進級おめでとう

ございます。また、新しい年

度がスタートしました。今年

度もどうぞよろしくお願いい

たします。 

年度末の２ 月、私は

『serendipity .』という表現で昨年度は「大きな成果」

が見られたと述べました。しかし、同時にアンケート

等から「大きな課題」もいただきました。今年度は、

その「大きな成果」をさらに育てられるように、「大

きな課題」を少しでも解決していけるように、「クロ

ーバー・ファミリー」の舵をきっていきたいと思って

います。そこで、やはり新年度のスタートに当たって

の巻頭言では、「初心忘れるべからず」ということで、

私の経営理念を再度述べさせていただくことにしま

す。 

 

１ 学校経営の基本 

   「自由、闊達、夢」。学校は、学びのある場でなけ

ればならない。子どもが学び、教師が学び、地域が

学ぶ。そのような場でこそ、子どもたちは喜び、確

かな成長をとげていく。こうした場を創るために、

子ども、教師、保護者、地域が共同していく学校が

よい学校である。 

 ◎学びのある学校は、「自由」である。 

  規律ある生活の中で、己の判断で行動しようとす

る子どもたちを育てたい。そのためには、一方的に

与えるだけでなく、時間がかかっても小さいうちか

ら常に「判断」させることが大事である。よいもの

は認め、間違いは正す。私たちの学校は、そうした

子どもたちを支える場でありたい。 

 ◎学びのある学校は、「闊達」である。 

  知る、発見する、共同する、追求する、達成する

喜びを伝えたい。そのためには、目先のことにとら

われず、２１世紀を生き抜くための「生きる力」を

身につけさせたい。私たち教師、保護者、地域は、

そのような大きな視点で子どもたちに接すること

が大事である。私たちの学校はそのような場であり

たい。 

 ◎学びのある学校は、「夢学校」である。 

  小さな「想い（夢）」を子どもたちがもてる学校

にしたい。大きな「想い（夢）」を教師、保護者、

地域がもてる学校にしたい。そして、その想い（夢）

の実現に向けて、組織的に前進する学校でありた

い。私たちの学校は、そのために、教師、保護者、

地域が連携して、情報を双方向で送受信し、共有し、

子どもの健康、安全を守り、自己実現を支える場で

ありたい。 

２ 経営の努力点 

  学校で日々子どもたちを支えるのは、教師である。

教師が愛情をもって、その子の未来を考えなければ

ならない。教師が夢をもち、愛情をもって接すれば

子どもは変わる。一人一人が経営的視点をもてば、

学校も変わる。そのために私たちは、己の人間性、

教育観を高めるために、日々研鑽に励まなければな

らない。私たち教師は、一人一人の子どもの存在感

を確かなものにするために、「Ｓｐｅｅｄ，Ｓｍｉｌｅ，

Ｓｉｎｃ ｅｒｉｔｙ」の３Ｓを合い言葉に、日々子ど

もたち保護者、地域に接する。 

 ①子どもたちへの「対応」を速くする。 

 ②「笑顔」で愛情をもって子どもたちに接する。 

 ③子どもたち、保護者、地域、そして教育に「誠実」

に向き合う。 

３ めざす子ども像 

 ※礼儀正しく、思いやりのある子ども「仲良く」 

 ※明るく、自由な、闊達な子ども「楽しく」 

 ※夢をもち、語れる子ども「安全に」 

 ◎そのために「少しの我慢」 

  

 今年度のスタートでも～「仲良く」～「楽しく」～

「安全に」～そのために「少しの我慢」～のお話をし

ました。 ３年目の取り組みです。この一年、また子

どもたちとことあるごとに考えていきたいと思いま

す。ご家庭でもぜひ応援していただけ

れば幸いです。 

すべての子どもたちが笑顔で学校に

来られますように…。 
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国立市立国立第八小学校  

〒186-0004 国立市中 1-3-1 

℡  042-576-8791・8792 

笑顔で一杯の学校に 

～クローバー・ファミリーの航海 第３章～ 

校長 堀越 裕之  



 職員の異動   

☆ 退職・転出                  ☆ 転入・新規採用  

教 諭         吉野 晴美  (退職)             副校長 松本竜太郎 (東久留米市立南町小学校より)  

用 務    北村 重治  (退職)             主幹教諭 山﨑 忠彦(国立第五小学校より)        

特支指導員 平田 卓也 (退職)             主任教諭 羽田野麻由香（杉並区立松庵小学校より） 

副校長  土田 正吾（八王子市立第二小学校へ）      教 諭  北岡ひとみ（日野市立日野第三小学校より） 

主任教諭 近藤 恵（昭島市立共成小学校へ）       教 諭  野辺地美鳥（青梅市立第三小学校より） 

主任教諭 清水 浩子（八王子市立由木中央小学校へ）   教 諭  入江万奈未（新規採用） 

主任教諭 吉越ひろみ（杉並区立高井戸第四小学校へ）   新人育成教員 奥原 早苗 

教 諭  小川 海（昭島市立拝島第三小学校へ）      講 師  川崎 綾音（新規採用） 

教 諭  堀家 珠紀（多摩市立永山小学校へ）      用 務  鈴森 才成（新規採用） 

教 諭  村山 巧（北区立西浮間小学校へ）       給食配膳員 今井 貴子（国立第六小学校より） 

産育休代替 山口 藍（渋谷区立山谷小学校へ）      さくら学級指導員 向井知佳子  (新規採用)                            

産育休代替 田中 茜（都立墨田特別支援学校へ）              巡回スマイリ―スタッフ 河上 陽子                                                                              

講 師  小澤日向子  (品川区立御殿山小学校へ)     ＩＣＴ支援員 小松 信治 

 給食配膳    清水 眞理  （国立第七小学校へ）         

                 

 本年度の職員構成    （＊印：学年・学級・専科主任） 

校 長  堀越 裕之      音 楽  伊東  由＊    用務嘱託  臼井 育生 

副校長  松本竜太郎      図 工  田中 秀樹     用務嘱託  鈴森 才成 

１－１  山田 夕貴      養 護  根尾 真弓     配膳員   今井 貴子 

１－２  石村 広子＊     特支指導員   小川 操      配膳員  与儀りえ子 

２－１  入江万奈未（奥原 早苗） 特支指導員   徳山 孝子   図書員  四沢 浩美  

２－２  佐藤 智子＊         特支指導員   向井知佳子     ＡＬＴ  梁瀬 千起 

３－１  本名 隆浩＊         非常勤  葛窪 章彦    リーダーｽﾏｲﾘｰｽﾀｯﾌ   坪根 宏子 

４－１  山崎 正英       ｽﾏｲﾘｰｽﾀｯﾌ         森岡 浩美    ICT 支援員         小松 信治 

４－２  松原 和美＊       巡回スﾏｲﾘｰｽﾀｯﾌ         川上 陽子    警 備  廣瀬 明義  

５－１  渡邉 弘樹       スクールカウンセラー       遠藤 宏子    警 備  熱海 淳二 

５－２  羽田野麻由香＊     講 師  山本ゆかり      

６－１  岩月 尊之＊      講 師  南葉 洋平        

さくら１ 北岡ひとみ       講 師  川崎 綾音      

さくら１ 野辺地美鳥       都事務  小林 恵子       

さくら２ 山﨑 忠彦＊      事務嘱託          原田 恭子        

 ４月の行事予定   

生活指導「元気にあいさつをしよう」「時間を守ろう」 

６日(月)  平成２７年度第１学期始業式           17日(金) 離任式 

平成２７年度入学式                           20日(月） 地域訪問① 

７日(火)  午前授業、安全指導               21日(火) 地域訪問②、全国学力・学習状況調査(6年） 

８日(水)  給食始（2～6年）、定期健康診断始                        22日(水） 午前授業、１年生を迎える会 

      身体計測（全）、視力検査（全）、保護者会(4,5,6年）  23日(木)  内科検診（１～３年）、クラブ活動 

９日(木)   委員会活動始                   24日（金）地域訪問③、給食始（１年） 

クローバー体験学習（３年、さくら）        27日(月)  社会科見学（４年、さくら） 

10日(金)  聴力検査(1,2,3,5年,さくら)           28日（火）地域訪問予備日、耳鼻科検診（全） 

13日(月)  全校朝会、対面式               29日(水）昭和の日 

避難訓練、保護者会(1,2,3年,さくら）     30日(水)  クラブ活動 たてわり班開き 

14日(火)  尿検査（全） 心臓病検診（１年・対象児童）                     眼科検診（全） 

15日(水)  ぎょう虫検査（１～３年）  

16日(木） 委員会活動、内科検診（４～６年、さくら）                                                             

【学級経営研修制度について】 

 新規大学卒業の教員に、１年間を通して実践

的な研修を行わせるために、東京都が平成２２

年度から始めた制度です。新規大学卒業の教員

を「学級経営研修生」（第１担任）、再任用の教

員を「新人育成教員」（第２担任）とし、二人

で１つの学級を担任します。今年度は、２年１

組の第１担任が入江万奈未、第２担任が奥原早

苗となります。どうぞよろしくお願いします。 



 お世話になりました･･････ 

 

             副校長 土田 正吾                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４年間、ありがとうございました。 

 地域の皆様、保護者の皆様、八小の子どもた

ちに、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 ありがとうございました。 

教諭 堀家 珠紀 

 初任者として八小に着任してから６

年間、大変お世話になりました。何事に

も熱心に取り組む素晴らしい子どもた

ちと共に過ごすことができ、幸せでし

た。保護者の方々、地域の皆様、そして

子どもたちに感謝しています。 

 本当にありがとうございました。 
主任教諭 吉越 ひろみ 

お世話になりました 

 八小の元気な子どもたちと過ごした３年

間は、大切な思い出になりました。数々の温

かいお心遣いを、ありがとうございました。 

教諭 吉野 晴美 

 八小は、進級で夢ふくらむ子どもたちの

笑顔であふれていることと思います。２年

間、大変お世話になり、ありがとうござい

ました。子どもたちの成長を心よりお祈り

申し上げます。 教諭 村山 巧 

 八小に赴任してから毎年、保護者・地域の

皆様に温かく見守っていただきました。おか

げ様で、子どもたちと本気で向き合うことが

でき、充実した時間が過ごせました。長い間、

ありがとうございました。 

産・育休代替教諭 田中 茜 

 元気いっぱい、明るく楽しい子どもたちと

過ごした一年半はすてきな思い出でいっぱ

いです。大好きな子どもたち、保護者、地域

の皆様に心から感謝しています。本当にあり

がとうございました。 主任教諭 近藤 恵 

 八小で過ごした６年間は、本当に楽しく、

今も皆さんの笑顔が浮かんできます。素直で

優しく意欲の高い子どもたちから、沢山のこ

とを学びました。子どもたちと、支えてくだ

さった保護者、地域の皆様に感謝の気持ちで

一杯です。本当にありがとうございました。 

主任教諭 清水 浩子 

 八小の子どもたちは学習意欲が高く、知的

好奇心が強く、授業をしていてとても楽しか

ったです。３年間という短い期間で別れがさ

びしいですが、大変お世話になりました。新

たな出逢いに心機一転頑張ります。 
産・育休代替教諭 山口 藍 

 桜が満開になり、お花見の季節ですね。八

小の皆さん、３年間ありがとうございました。

先生は全員の名前を覚えています。国立で会

ったら、気軽に話しかけてくださいね。 

 教諭 小川 海 

 八小に着任して８年間大変世話になりまし

た。９２人のかけがえのない子どもたちの担

任になれたこと、担任にはなれなかったけれ

ど、大好きな子どもたちにたくさん出会えた

こと、保護者の皆様にいつも支えていただい

たこと、一緒に過ごせた日々、思いで全てが

私の誇りで宝物です。 

 その誇りと宝物を力とし、これからも努力

していきたいと思います。８年間の思いを込

めて、ありがとうございました。 

非常勤講師 小澤 日向子 

 八小の子どもたちの成長に心を動かし続けた

１年間でした。短い時間の中で、たくさんの学

びと喜びを得ることができました。子どもたち

から教わった素直さを胸に、新しい学校でもが

んばります。ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 よろしくお願いします･･････ 

 

用務員 北村 重治 

４年間あっという間に過ぎてしまいました。

国立八小で多くの子どもたち、教職員、保護者、

地域の皆さんと出会えて充実した日々を送る

ことができました。本当にありがとうございま

した。 

巡回スナイリースタッフ 吉元 ミイ子 

 短い間でしたが、レモン色の校舎のこの素

敵な八小で過ごせて楽しかったです。ありが

とうございました。私は国立市内の小学校に

はいますので、また会えるかもしれません

ね。 

特別支援学級指導員 平田 卓也 

 一年間という短い間でしたが、国立第八小学

校で皆さんと過ごした日々は、私にとってかけ

がえのない宝物です。１年間、本当にありがと

うございました。 

給食配膳員 清水 眞理 

 黄色の校舎の中から聞こえる元気な子ど

もたちの声をＢＧＭに八小での配膳業務、

行き届かぬことも多々ある中、皆様の温か

い声かけ「美味しかった」「ありがとう」が

とても嬉しく、あっという間の２年間でし

た。ありがとうございました。これからの

皆様のご健康とご発展を心よりお祈りいた

しております。 

 

副校長 松本 竜太郎 

 第八小に早く慣れ、教職員、保護者や地域の

皆様とともに明るく楽しい笑顔あふれる学校

づくりに励んでいきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

主幹教諭 山﨑 忠彦 

教室は子供にとって楽しいところ、安心

して過ごせるところであるべきだと思って

います。笑いあふれる教室、学校になるよ

う頑張ります。よろしくお願いします。 

主任教諭 羽田野麻由香 

第八小学校での生活を楽しみにして来まし

た。子供たちがいつでも笑顔いっぱい、いきい

きと学校生活が送れるように努力していきま

す。よろしくお願いいたします。 

教諭 北岡ひとみ 

 子供が楽しい毎日を送るためには、教師

が毎日を楽しく過ごさねば！！と思ってい

ます。子供たちと一緒に成長していきたい

と思います。よろしくお願いします。 

教諭 野辺地美鳥 

 さくら学級の担任になりました野辺地です。

子供たちひとりひとりの笑顔を大切に明るく楽

しい教室になるよう頑張ります。よろしくお願

い致します。 

教諭 入江万奈未 

はじめまして。２年１組の担任になりま

す、入江です。子どもたちと共に学び、成

長し、明るく元気に過ごしていきたいと思

います。 よろしくお願いします。 

新人育成教員 奥原 早苗 

 2年1組の第2担任として着任いたしました。

国立の文化の薫り豊かな地域にある八小で再

び仕事ができることを公私共に大変幸せに思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

用務員 鈴森 才成 

 皆様はじめまして「すずもりさいせい」

です。スペイン大好き、サッカー大好き、

キャンプで焚き火をするのが大好き。 

平日はお仕事がんばります。 
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