
出会いの春、新たなスター ト

校 長

東京では 3月 17日 に桜の開花、1週間後の 24日
には満開の発表があ りました。観測史上 3番 目に早い

満開だつたそ うです。4月 に入ると桜の花も散 り始め

ましたが、入学式の今 日までに新 しい芽が 日一 日と伸

び、若葉のあざやかな時季 となってきました。

本 日、東十条小学校 は 77名 の新入生を迎えま し

た。平成 30年度は、 1・ 2年生各 3学級、 3年生以

上 2学級の全 14学級、全校児童 415名 (4月 4日

現在)でのスター トです。一学年ずつ進級 して迎える

新たな 1年は、子供たちの瑞々しい期待 と新たな意欲に満ち浴れています。この喜

び と希望をさらに大きく育ててまい りたい と思います。

このたび、区内の西浮間小学校 より東十条小学校の校長 として着任いた しました

中村都士治 (な かむ ら としはる)と 申します。前任の福 田猛校長先生の後を引き

継ぎ、保護者、地域の皆様方のご理解 とご協力のもと、子供たちの健やかな成長の

ために全力で取 り組んでまい ります。

さて、本校の教育 目標であ りまサ

「誠を尽<す子」～「学び含う子」、「やさしい子」、「元気な子」～
を実現するには、東十条小学校の伝統を受け継ぎ、さらに発展 させていくことが

必要であると考えます。とりわけ本校の特色であ り、今まで積み上げてきた活動で

ある 「与論島との交流」、学習の側面 としての特色である 「新聞を活用 した学習」

や 「海洋教育」などは、本校の大切な教育活動 として位置づけていきます。

また一方で、安心・安全な学校づ くり、教育環境の効果的な活用、子供一人一

人が満足感 を味わえる授業などを行 うためには、状況に応 じた柔軟な対応 も必要 と

な ります。東十条小学校の伝統を大切にす るとともに、状況に応 じて適切かつ迅速

に対応できる教育を保護者・地域の方々 と共に推進 してまい りたいと思います。

この春の異動により、長年にわた り東十条小学校の子供たちのためにご尽力をい

ただきました 8名 の教職員の方 とのお別れに際 し、心より感謝申し上げ、今後のご

活躍 とご発展をお祈 り申し上げます。

新たに 7名 が着任 し、 3名 の教職員が復帰いたしま した。全教職員が気持ちも新

たに、力を合わせて東十条小学校の教育に取 り組んでまい ります。保護者の皆様、

町会の皆様、地域や関係機関の皆様のお力添えを賜 ります よ うお願い申し上げま

す。
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北 区立東十条小学校

校 長 中村 都士治
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平成 30年 度 教職員組織

《職員の異動》
【転出】
福田 猛

加藤 紀世美

【退職】

(○ は学年 主任 )

【転入】

山田 多佳子 教諭

紫藤 紫穏  教諭

中島 友里恵 養護教諭 (北 区立梅木小学校へ
)

伊藤 善美  スクールカウンセラー

石野 祥子  非常勤講師

Karoline(Karcn)Hanai ALT

《行事予定》

間授業 【水曜時程】
16 対面式  個人面談①

心臓検診 (1年・4年十対象者)

校長 (北 区立岩淵小学校 、́
)

用務主事 (北 区立堀船小学校へ
)

校長 (北 区立西浮間小学校 よ り)

非常勤教員 (北区立王子第二小学校より)

用務主事 (北 区立第四岩淵小学校より)

用務主事 (北 区立人幡小学校より)

教諭

非常勤講師

スクールカ ウンセ ラー

中村 都士治

荒井 美和

西村 ひさ子

大野 茂

【新規採用】

福海 晴加

鈴木 恵未里

渡辺 葉月

5時間授業 【水曜 時程 】
全国学 力状況調査 (6年 )

区基礎 基本調査 (2・ 3・ 4年 )

個 人 面談

集団下校 【5時 間目】 個人面談③

4月 の行事 等 耳鼻科検診

春季休業日終 5時 間授業 【水曜時程】
午前授業 (1・ 2・ 3年 )クラブ発足
1年 生を迎える会 個人面談④始業式  入学式

5時間授業 【水曜時程】
交通安全教室 (1年 )個 人面談⑤5時 間授業 給食始 (2年 -6年

)

区写 生会   眼科検診
給食始 (1年) 身体計測・視 力
個人面談希望調査回収

聴力 (1年・5年 ) 間授 業 【水曜時程 】

時間授業 【水曜時程】 歯科健診
個人面談日程表配布  保護者会

午前授 業 (1年)5時 間授業 (1年 以外 )

委 員長紹介 (朝 )離 任 式
区基礎基本調査 (5年・6年 )

聴力 (2年・3年 ) 委員会

5時 間授業 【水曜時程 】

写生会予備 日


