
よろしくお願いします
校 長 髙 橋 俊 之

はじめまして。４月１日付で鷺宮小学校長を

拝命しました 髙橋俊之と申します。中野区で

は、啓明小学校の副校長、上鷺宮小学校・桃花

小学校の校長を務めてきました。歴史と伝統の

ある鷺宮小学校の校長として、前任の武智校長

先生をはじめとする諸先輩の学校経営を引き

継ぎ、子どもたちの笑顔あふれる学校創りを進

めてまいります。

本日、令和３年度が始まりました。今年は、

１年生７０人を迎え、全校児童３３８人でスタ

ートしました。教職員・委託事業者につきまし

ては、異動・変更がありましたが、それぞれの

よさと強みを生かし、一体となって今年度の取

組を進めてまいります。

今年度の始業式・入学式も新型コロナウイル

ス感染症対策を行いながら挙行します。入学式

は、在校生や地域・来賓の皆様が参加しない形

で行います。入学式で２年生の元気な歌や合奏

をお届けすることがかないませんでした。学校

代表の６年生の歓迎の言葉を披露することが

できました。本校で学ぶ子どもが成長した姿と

して、立派な態度で臨むことを確信しています。

教育活動では、当分の間、感染状況を見なが

ら対策を行った生活が続きます。今後は状況を

見ながら活動内容を広げていくように考えて

います。基本的な感染症対策は引き続き行い、

安全に安心して学校生活を送ることができる

ように取り組みます。

昨年度、本校は１４０周年を迎えました。感

染症の拡大から１４０周年記念式典を今年度

に延期し、記念事業・行事のいくつかも延期し

ましたことを引き継ぎました。歴史と伝統のあ

る本校が、これまで多くの実績を上げてきた陰

には、諸先輩方が自信と誇りをもって様々な課

題に向き合い、地域と一体となってその時々の

知恵と工夫によって乗り越え、解決してきたか

らだと聞いております。諸先輩方に習ってこの

難局に向き合い、乗り越え、鷺宮小学校の新た

な歴史を刻んでいきたいと思います。

私の考えとして、校内でお会いする人は、す

べての人が鷺宮小学校を応援してくださる人

であると思っています。この考えを学童から中

学硬式野球・高校野球と続けた息子のチームか

ら学びました。グランドにくる人は、すべてチ

ームの関係者であり、チームを応援してくださ

る人だから、礼儀正しく挨拶をしなさいという

ことでした。高校のグランドでは練習を止めて

しまうことに恐縮することもありました。この

考えは学校にもあてはまることで、私自身も大

切にしています。さらに、来校された保護者や

地域・関係者の皆様が、また行ってみたくなる

学校でありたいと思っています。

子どもの笑顔に加えて、保護者や地域の皆様

の笑顔もあふれる学校を目指してまいります。

今年度も、教育活動に対するご理解とご支援を

賜りますよう、よろしくお願いいたします。

Ｎo. ４６１ 令和３年４月６日 中野区立鷺宮小学校





令和３年度 職員異動・運営組織

○職員異動

【退職・任期満了】

主幹教諭 定年退職 遠藤 裕幸

産育休代替 任期満了 吉川 雄貴 （練馬区立豊渓小学校へ新規採用）

【転出】

校長 武智 直貴 （中野区立平和の森小学校へ）

教諭 鹿ノ戸 優美 （練馬区立開進第四小学校へ）

学校地域連携担当（区事務） 諏訪 成子 （子ども特別支援課へ）

【産育休】

主任教諭 三留 優子

主任教諭 杉田 明佳

【転入】

校長 髙橋 俊之 （中野区立桃花小学校より）
教諭 元村 順子 （江戸川区立新堀小学校より）
再任用主任教諭 遠藤 裕幸 （前年度より引き続き）
産育休代替 田村 榮夫 （板橋区立加賀小学校より）
産育休代替 髙畑 駿也 （調布市立富士見台小学校より）
学校地域連携担当（区事務） 赤羽根 洋子 （学校教育課より）
講師 佐藤 麗子 （中野区立武蔵台小学校より）

○学級担任及び運営組織（○は学年・専科主任）

校 長 髙橋 俊之 副 校 長 小田 佐和子

主幹教諭 松本 佳代 吉村 信一 主任養護教諭 丹野 英恵

主任教諭
保科 正子 町田 史絵 川島 美里 長田 佳代子 後藤 実穂

佐伯 純 三留 優子 池田 由紀子 杉田 明佳 遠藤 裕幸

１年
１組 ○和田 翔太 少人数算数 長田 佳代子

２組 市川 祐子 音楽 後藤 実穂

２年
１組 〇町田 晶葉 図工 ○松本 佳代

２組 遠藤 裕幸 養護 丹野 英恵

３年
１組 ◯池田 由紀子 栄養士 高橋 茜

２組 佐伯 純 講師（１･２年算数） 長田 佳苗子

４年
１組 〇千野 健一 講師（１･２年図工） 松宮 佳代子

２組 田村 榮夫 講師（６年家庭科） 佐藤 麗子

５年
１組 ○保科 正子 区採用教員 金指 京子

２組 髙畑 駿也 特別支援教室専門員 福村 久仁子

６年
１組 ○吉村 信一 支援員 棚橋 正光

２組 西山 隆昌 ＡＬＴ ベニー渋木

特別支援教室拠点校

[はなみずき]

○町田 史絵 学校図書館指導員 諸星 悦子

川島 美里 心の教室相談員 絲川 佐知子

元村 順子 スクールカウンセラー 土田 佳菜子

志田 弘章

学

校

医

内科 中村 辰男

都事務主事 髙橋 智明 耳鼻科 奥平 唯雄

区事務主事 赤羽根 洋子 眼 科 大谷 園子

用務業務委託業者 南信ビルサービス（株）

施設管理委託業者 高橋工業（株）

給食調理委託業者 東京ケータリング（株）

歯 科 小宮山 仁敬

歯 科 佐藤 雅之

学校薬剤師 小林 功



【令和３年度 生活時程表】

月～金 土

８：００～８：１５ 登 校 ８：００～８：１５

８：２０～８：３５ 朝 学 習

８：３５～８：４５ 朝 の 会 ８：２０～８：３０

８：４５～９：３０ １ 校 時 ８：３０～９：１５

９：３０～９：３５ 休 憩 ９：１５～９：２０

９：３５～１０：２０ ２ 校 時 ９：２０～１０：０５

１０：２０～１０：４０ 中 休 み １０：０５～１０：１５

１０：４５～１１：３０ ３ 校 時 １０：１５～１１：００

１１：３０～１１：３５ 休 憩 １１：００～１１：０５

１１：３５～１２：２０ ４ 校 時 １１：０５～１１：５０

１２：２０～１３：００ 給 食 帰りの会・下校

１１：５０～１２：００１３：００～１３：２０ 昼休み

１３：２０～１４：０５ ５ 校 時
１３：２０～

１４：０５

委員会・クラブのある日

5校時

１４：０５～１４：１０ 休 憩
１４：０５～

１４：２０

帰りの会・移動

１４：１０～１４：５５ ６ 校 時 １４：２０～

１５：０５

１４：２０～

１５：２０

委員会活動

クラブ活動

１４：５５～１５：１０ 帰りの会・下校

１５：１０～１５：２０ 簡単清掃（当番制）

１５：２０ 完 全 下 校

校　舎　案　内　図

３階

２階

１階

正 門

※帰りの会終了後 当番制で１０分程度の簡単清掃を行います。（1年生は当面の間清掃指導

は行いません）



令和３年度 ４月行事予定
教育

相談

6 火 前期始業式・入学式

7 水 安全指導 ２～６年給食始 午前授業 心

8 木 朝読書 発育測定２・3・５年

9 金 朝読書
発育測定１・4・６年
はなみずき保護者会 SC

10 土
11 日

12 月 児童朝会 聴力検査２・３年 巡回指導始め

13 火 学力調査

中野区学力にかかわる調査 ２～5年
1年生給食始 聴力検査１年
保護者会２・４・６年 午前授業

心

14 水 朝読書 聴力検査５年 避難訓練（4月①） 心

15 木 朝読書
視力検査３・４年
保護者会１・３・５年午前授業

16 金 音読活動 視力検査１・６年 SC

17 土 土曜授業日 交通安全教室１・2年

18 日

19 月 児童朝会
１年生を迎える会 視力検査２・５年
委員会活動

20 火 朝読書 心

21 水 朝読書 避難訓練（4月②） 心

22 木 委員会

紹介集会
歯科検診１・２・５年 離任式

23 金 音読活動 SC

24 土
25 日

26 月 児童朝会 歯科検診３・４・６年 クラブ活動

27 火 学習振

り返り
はたらく消防の写生会１・2年 心

28 水 朝読書 遠足１・２年

29 木

30 金 音読活動 遠足３・４年 心臓検診１年 SC

1 土 昭和の日

： ：
5 水 こどもの日

6 木 児童朝会
内科検診（２・４・６年）
委員会活動 心

＜4月当初の提出物について＞
・就学援助申請書（全員提出）
・保健調査カード
・結核検診問診票 １２日（月）までにご提出をお願いします。
・非常時における児童引き取り調査票
・ホームページ・各種お便りの写真掲載について
・指導補助カード（２～６年生は、お預かりしているカードを一旦お返しします。変更等あれば訂正してくださ
い。また、何か学校に伝えたいことがあれば「連絡事項」の欄にご記入ください。）

心…心の教室相談員の絲川佐知子が勤務している日です。
SＣ…スクールカウンセラーの土田佳菜子が勤務している日

です。 相談等ご活用ください。

＜特別支援教室拠点校(はなみずき)＞

一人一人、顔や性格が違うように、得意なこ
と、苦手なこともそれぞれ違います。本人にはそ
のつもりはないのに、その行動や態度が、「わが
まま」とか「勉強する気がない」と勘違いされる
ことも少なくありません。それを、多様な発達の
仕方のひとつと捉え、それぞれに合ったやり方
で学ぶことを支援していくのが特別支援教育で
す。お子様のことで気になっていることや悩ん
でいることなどありましたら、ご相談ください。
保護者の皆様と在籍学級の教職員と共に考えて
いきたいと思います。

はなみずき学級直通 電話＆ファクシミリ
０３（３３３０）１４８０
※「はなみずき学級」は、鷺宮小、美鳩小、
啓明小、北原小の4校を担当します。

＜４月土曜授業について＞

４月の土曜授業は１７日（土）です。公開の可
否については中野区の決定を受け、後日お知ら
せいたします。

＜離任式について＞

日時：４月２３日（金）５校時
リモートで行う予定です。

＜地域訪問について＞

１３日（火）～２７日（火）の期間に地域訪問
を予定しています。担任が地域を巡回し、ご住所
を確認させていただきます。

＜保護者会について＞
４月１３日（火）

６年 １３：４５～（体育館）⇒終了後各学級

２年 １４：３０～（体育館）⇒終了後各学級

４年 １４：３０～（各学級）⇒終了後体育館

４月１5日（木）

５年 １３：４５～（体育館）⇒終了後各学級

１年 １４：３０～（体育館）⇒終了後各学級

３年 １４：３０～（各学級）⇒終了後体育館

※ コロナの状況により、会場や時間帯か変更

になる場合があります。

※ 新年度のスタートにあたって新担任から１

年間の学習や教材についての話があります。

ご都合をつけてご出席くださいますようお願

いします。なお、やむをえず欠席される場合

は、連絡帳で連絡をお願いいたします。

※ 当日は校庭遊び場開放を実施します。１年

生から３年生が放課後に校庭で遊ぶ場合は、

一度下校してから再度登校することになって

おりますが、保護者会の日に限り、下校せずに

遊ぶことができますので、連絡帳にて担任に

お伝えください。事故や怪我があった場合は、

利用者の自己責任となりますので、注意して

遊ぶようお子様にお伝えください。（雨天の場

合は保護者会終了まで図書室でお預かりしま

す。）児童の密を防ぐために、ご自宅にてお世

話できるご家庭はご協力をお願いいたしま

す。


