
 

 

 

 

 

 

 

 共育を目指して 

～未来を拓く教育にするために～ 

校長 髙橋 修 

 平成31年度（令和元年・２０１９年度）は、児童数７０９名、学級数２３学級（特別支援学級2学

級を含む）でスタートします。今年度も「子供の心に寄りそう」ことを主題に職員がチームを組み＊１

知・徳・体の調和的な教育を進めていきます。しかし、教育は、学校だけで完結するものではありま

せん。むしろ、学校・家庭・地域が共に子供の成長を支援するトライアングルを作ることが大切です。 

 具体的には、学校からの連絡や報告には必ず目を通して対応してくださるようお願いいたします。

そして、学校での学習の様子、生活全般についてお子様との会話を深めてください。また地域の皆様

には地域の子供を暖かな目で見守ってくださるようお願いいたします。そのような会話や見守りが日

常化することで学校・家庭・地域で作るトライアングルは正三角形に近づきます。それが本校の目指

す「共育」のあるべき姿です。 

さて、昨年から国会などで議論が進んでいる働き方改革への対応は教育の世界でも喫緊の課題です。

充実した教育を児童へ提供するためには、授業の準備に今まで以上の時間をかける必要があります。

今までと同じ仕事のやり方では、働き方を改善しながら、教育の質を向上させることは非常に難しい

と言えます。指導の質を高めるためには、授業のために使える時間を創ることが必要です。そのため

に今までの仕事内容を見直し、選択と集中を進めることが大切と考えています。すなわち、学校にし

かできない教育機能を選択し、それに集中することが教育の質を高めることにつながります。教育の

質を向上させることで、子供たちが10年、20年後の社会で活躍するための基盤的能力が育つと信じ

ています。 

教育を重視する傾向は世界的に有名な企業であっても成長戦略の柱に据えられています。それは、

企業＊２にとってその価値を高める為には、優秀な人材を集めることが経営上の重要な課題になってい

るからです。世界の流れは、一人一人に質の高い教育を「どの様に、どの機会に、どのような内容」

を提供すればよいのかという具体的な議論が進んでいます。 

この流れを受けて、本校では在籍する全ての子ども達が社会に出て自己実現を図れるための教育を

今後進めていきますので、ご理解、ご支援くださるようお願いいたします。 

  また、本校は2019・20年度江東区教育委員会研究協力校の指定を受け、「主体的、対話的で深い学

び」（アクティブ・ラーニング）について教育研究を進めます。そのために、今年度から2年度にわた

り自己解決力や思考力を育成するために有効な教育方法を研究します。また、認知心理学や認知科学

等＊３の学術研究成果を並行して教職員が学びながら、本校の教育の質を同時に高めてまいります。 

 本年度も、皆様と力を携えて第五砂町小学校の教育を充実させ、子供たちの未来を切り拓いていき

たいです。 

*1)学年担任という考え方：今年度からは学年に所属する担任全員で児童の学校生活を支援するために、「学年担任」とし

学習指導や生活指導を進めます。 

*2)ダイソン：優秀な人材を集めるために本社機能を英国からシンガポールに移転する。また、人材育成を積極的にすす

めるために自社による大学を設立する計画がある。 

*3)認知心理学・認知科学：脳の情報処理から人の認知活動を研究対象とする学問領域。人の知覚や思考、理解、学習な

どを研究対象としている。認知心理学や認知科学の研究成果は人工知能AIの開発に生かされている。 
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平成３１年度 教職員の定期異動 

 

１ 退職 

 揚村 智子   主任教諭 

 野口 正子   事務主事 

    

       

 

２ 異動 

①転出 

百合野 壽郎  副校長   

川辺  成美  主任教諭 

髙橋  彰子  主任教諭 

舛井  伸   主任教諭  

川井  道正  教諭 

甲斐  久恵  教諭 

島田  くるみ 教諭  

山口  麻依子 教諭    

  

②転入 

梅津  ちひろ 副校長 

笠間  隆一郎 主任教諭 

 楊   素絵   主任教諭  

 前田  美奈子 教諭  

 荒川  文菜   教諭 

 荒屋敷 智子  教諭 

 玉川  沙羅  教諭 

 寺島  蓉子  教諭 

 古谷  由香  栄養士 

 岡村  真実  事務主事   

  

 ③新規採用・配置 

 島田  莉恵  教諭   

 新井  一真  教諭   

 角田  唯   カウンセラー 

 

４月の行事予定  
放･･･放課後遊び 

１ 月  

２ 火  

３ 水  

４ 木  

５ 金 入学式準備 

６ 土  

７ 日  

８ 月 前期始業式 入学式 

９ 火 
安全指導 給食始 5時間授業  

大掃除 

10 水 
全校計測 

4時間授業 

11 木 歯科健診①②⑤⑥仲 5時間授業 B時程 

12 金 1年生を迎える会 1年給食始 B時程 

13 土  

14 日  

15 月 全校朝会 挨拶週間 委員会活動  

16 火 
音楽朝会 避難訓練 視力⑥ 

横断歩行訓練①                         放 

17 水 
遠足③④ 視力⑤ 

アウトメディアデー 

18 木 
全国学力・学習状況調査⑥ 

心臓検診① 地域児童会 地域訪問 

19 金 
消防写生会②仲 

離任式 5時間授業 

20 土              

21 日  

22 月 

集会（委員会紹介） 

保護者会（低仲：13:30 高：14:45） 

聴力⑤ 

23 火 眼科健診（全） クラブ 

24 水 聴力③ 

25 木 遠足①②・⑤⑥ 歯科③④ 

26 金 耳鼻科健診（全）            放 

27 土 PTA新旧役員会 

28 日  

29 月 昭和の日 

30 火 国民の休日 

４月の生活目標  

きまりを守りましょう 

 

 ４月の保健目標  

自分の体を知ろう 



 

 

平成 31年度 教職員組織 

     校長 髙橋 修    副校長 梅津 ちひろ 

 

  【学級担任】   ○学年主任 

 １組 ２組 ３組 ４組 

１年 
○前田 美奈子 

島田 莉恵 

笠間 隆一郎 
北村 結茉  

２年 ○楊  素絵 樋田 祐一 宮坂 涼子 小早川 絵理子 

３年 ○井口 明 今井 寛子 荒川 文菜 荒屋敷 智子 

４年 〇堀川 好子 杉田 晃一 原田 朱音  

５年 ○小林 悠里子 玉川 沙羅 會田 幸司  

６年 ○桐原 美佳 石田 貴文 垣鍔 泰雅 山﨑 真依 

仲よし ○木村 梨香 

新井 一真 
水野 佑樹   

 

【専科】 

 

 

 

 

 

【事務】 岡村 真実  

 

 

音楽  寺島 蓉子 家庭科  阿久津 有未 

図工  井上 志秀 少人数 露原 嘉子 

養護 濱崎 友梨子 栄養士 古谷 由香 

     


