
 

なかまとまちと つながりながら かがやく ヒガシナの子 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度のスタートにあたって 
 

校 長    河原 洋之 

満開を迎えた桜が春の暖かな日差しの中で輝いています。 

お子様のご入学・ご進級おめでとうございます。１年生９１名を迎え、全校児童 

５２０名で平成３１年度がスタートしました。 

 

このたび、校長として着任いたしました河原洋之（かわはら ひろゆき）と申します。 

これまで東品濃小学校にかかわった方々が創り上げてきた伝統を大切にしながら、子どもたち、教職員、保

護者や地域の皆様とともに、誰にとっても居心地のよい学校づくりに取り組んでまいりたいと思います。４月１日

に誕生したばかりの１年生校長ですので、どこまでできるかわかりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

本校の学校教育目標は「なかまとまちと つながりながら かがやく ヒガシナの子」です。わたしはこの中の

「つながり」という言葉が好きです。それはわたし自身が人とつながることに心地よさを感じているからなのかもしれ

ません。 

１人では「点」ですが、誰かとつながれば「線」になります。つながる相手が増えれば「面」にもなります。「面」に

なることでチーム意識も芽生えますし、安心感も得られます。 

ぜひ、子どもたちには「なかま・まち」とのつながりに心地よさを感じ、その中で自分らしさを発揮し、相手のよさも

認めながら、共に輝いてほしいと思います。 

今年度は「新学習指導要領」完全実施に向けての最終準備の年となります。年間授業時数確保のため、

今年度から週授業時数を増やした学年もあります。子どもたちが主体的に学ぶことができるよう取り組んでまいり

ます。 

 

 長年、本校の教育をリードしてきた田中校長をはじめ、退職・異動により職員の入れ替わりはありましたが、新し

いメンバーで一丸となって子どもたちを支援していきます。今年度も本校の教育活動へのご理解、ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。    
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★徴収金について 

PTA 会費・安全教育振興会費は５月に、スポーツ振興センター掛け金は６月に口座振替、学年費は６月と１０月の振替に

なります。詳細は後日お知らせを配布しますのでご確認ください。 

★提出物、返却物のお願い 

 年度当初は、書類の提出が多くなりますので期日を守っていただくよう、よろしくお願いします。５日配布の「年度当初配布物一

覧表」に掲載していますので、ご確認ください。特に、保健関係書類や児童票など、個人情報を記載するものがありますので、

学校から配布する「書類袋」に入れて提出してください。 

★YPアセスメントについて 

 子どもたちが、自分自身の学校生活について自己評価を行い、その結果を、日常の児童指導の改善工夫に役立てるため

の取組です。４月と９月に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事  予  定 日 曜 行  事  予  定 

１ 月  16 火 【言葉】聴力検査 2年 委員会活動 

２ 火 
 

17 水 
【読書】発育測定 1年  

社会科見学６年（歴史博物館） 

３ 水 
 

18 木 
視力検査 5年 全国学力学習状況調査 6年 

 

４ 木 新年度準備（新 6年生登校） 19 金 避難訓練  視力検査 6年 

５ 金 始業式 着任式 入学式 20 土   

６ 土  21 日  

７ 日  22 月 【朝会】視力検査 4年 

８ 月 
【朝会】発育測定 5・6年 

23 火 
【言葉】視力検査 3年  尿検査容器配布 

PTA実行委員会 

９ 火 【言葉】発育測定 3・4年 24 水 【読書】視力検査２年 

10 水 【読書】発育測定 2年 25 木 内科・結核検診 2・5年 

11 木 給食開始日 聴力検査 1年 メール配信 26 金 尿検査 視力１年 

12 金 

聴力検査 4・5年 体育着販売     

授業参観・学年懇談会 1・2・3 年・個別級     

どんぐりの会説明会  

27 土 

 

13 土 
  

 
28 日 

 

14 日  29 月 昭和の日 

15 月 
一年生を迎える会  聴力検査 3年 

授業参観・学年懇談会 4・5・6年 体育着販売 
30 火 

 

生活目標「友達となかよくしよう」 

ヒガシナの子 サポートします。 

今年度児童支援専任を務めます、井坂和哉です。ヒガシナの子とたくさん関わっていきながら、全校児童が安心して

豊かな学校生活を送るための、校内の支援体制を整えるのが主な仕事です。家庭や地域との連絡窓口の役を務め

ますので、学校生活のことや学習のこと等、相談事がありましたら気軽にお声をかけてください。 

 また、特別支援コーディネーターも兼ねています。一人一人に寄り添い、育ちを支援しながら特別支援教育の推進を

行います。保護者と関係機関との窓口にもなっています。一年間どうぞよろしくお願いします。               

児童支援専任 井坂 和哉 

    【学校カウンセラーによる教育相談】 ４月１６日（火） 午後      23日（火）午前 
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この度、須原さゆり教諭は結婚されて、 

「山本さゆり」教諭になりました。 

おめでとうございます！！ 

 

 

○河原 洋之  校長（教育委員会事務局より） 

○菅原 明子  副校長（鶴見区矢向小学校より）            

○吉家 博之  教諭（栄区桂台小学校より） 

○須藤 浩介  教諭（磯子区森東小学校より） 

○小林 真都香 教諭（栄区飯島小学校より） 

○寺部 藍   教諭（新採用） 

○稲澤 昂太  事務職員（鶴見区寺尾中学校より） 

○塚田 まゆみ 用務員（栄区千秀小学校より） 

○吉野 孝子  教諭（戸塚区川上北小学校より） 

○長坂 実奈  教諭（栄区本郷台小学校より） 

○島本 礼子  教諭（鶴見区潮田小学校より） 

○金子 麻理  栄養職員（港北区大豆戸小学校より） 

○小笠原 悠太 スクールサポート 

○石井 みどり 学校司書（港南区日下小学校より） 

○大橋 利栄  理科支援員 

○長栄 薫子  学校カウンセラー 

○安川 真紀  職員室アシスタント 

  

 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
※今年度は４・５年生で算数少人数指導を行います。 
◎セクハラ窓口担当  
  養護教諭     山崎 菜瑠美 

児童支援専任  井坂 和哉   

副校長        菅原 明子     

学校長：河原 洋之    副校長：菅原 明子 

学年 1組 2組 3組 

１ 金子 朋子 寺部 藍 吉野 孝子 

２ 須藤 浩介 遠藤 啓子 長坂 実奈 

３ 重野 萌 井上 牧男 島元 綾菜 

４ 東 直樹 畠山 江津子  

５ 吉家 博之 本郷 光  

６ 小林 真都香 今吉 絢子 宮澤 進一 

個別支援 成松 克  前川 諒一  曽根 しのぶ 

児童支援専任教諭 井坂 和哉 算数少人数 千葉 教生 

 家庭科・ 

図工（4・5年） 
島本 礼子 音楽専科 谷石 瑞子 

養護教諭 山崎 菜瑠美 栄養職員 金子 麻理 

事務職員 稲澤 昂太 調理員 
星美紀子 笹生由起子 

真島美枝子 

用務員 吉田竜太 塚田まゆみ 学校カウンセラー 長栄 薫子 

国際理解講師 オオマ ダーリン ＡＥＴ ジェニファー スミス 

学校司書 石井 みどり 初任者研修サポート 小嶋 陽子 

理科支援員 大橋 利栄 スクールサポート 小笠原 悠太 職員室アシスタント 安川 真紀 

新しい教職員の紹介 

平成３１年度 学級・職員編成 

セクシャルハラスメント防止のため 

校内相談窓口になる職員です。 

★離任された職員 

  〈退職〉 

田中 三代子  校長 

平井 裕二   教諭 

芹澤 直子   教諭 

中田 洋子   教諭 

小野 悠理   栄養職員 

 〈異動〉 

加藤 静    副校長 金沢区文庫小学校へ 

蘇武 淳    教諭 磯子区洋光台第二小学校へ 

三瓶 聡之   教諭 港南区永野小学校へ 

持田 貴子   教諭 栄区本郷特別支援学校へ 

相羽 香代子  事務職員 南区永田中学校へ 

太田 道子   用務員 保土ヶ谷区仏向小学校へ 

江波 千晶   教諭 戸塚区深谷小学校へ 

須藤 薫    教諭 戸塚区川上北小学校へ 

長谷川 友昭  学校司書 港北区太尾小学校へ 

青島 芳子   学校カウンセラー 



 

 

○８：２５～児童下校時刻まで、校門は

閉めます。ご用の方はインターフォンを

押してお名前、ご用件をお伝えくださ

い。 

○放課後の校庭開放は、１１月～１月は 

１６時、その他の月は１７時までとなりま

す。それ以降は校門を閉めます。 

◎特別支援コーディネーター ≪井坂教諭・成松教諭≫ 

 児童一人一人に寄り添い、一人一人の育ちを支援していくために、特別支援教育を推進しています。その特別支援教

育校内委員会や保護者、関係機関との窓口になる職員です。     

 

 

 

  

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完全下校時刻は最終下校児童が校門を出

る時刻です。 

○欠席の連絡は、連絡帳でご兄弟やご近所を

通してお願いいたします。 

  なお、遅刻や早退のときは、安全上、教室ま

で保護者が付き添ってください。よろしくお願い

いたします。 

○３・４年生は今年度から金曜日が６校時となり

ます。 

○代表委員会は、火曜日（月１回程度）の 

 13:00～13:35 の時間になります。代表委員

会に参加しない児童は、簡単清掃と読書タイ

ムの時間になります。 

学校の教室配置図 
 


