
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

校 長 原沢 伸一 

 

コロナ禍での充実した教育活動の実現に向けて 

  

３月の卒業式では、満開となって美しい淡いピンクの花びらを咲かせていた桜が、エネルギ

ッシュな新緑の若葉を茂らせて、新入生や新しい学年に進級した子供たちを迎えてくれました。 

本日、新入生４４名が入学し、全校児童２６１名、１１学級で令和３年度がスタートしまし

た。お子様の御入学・御進級、おめでとうございます。 

さて、令和３年度も昨年度に引き続き、石浜小学校は「思いやりのある子（ともにいきる）」

の育成を重点目標に掲げ、他者との共生や異なるものへの寛容さをもつなどの、豊かな心の涵

養を目指していきます。そのために、子供たち一人一人が自己の考えや思いを遠慮したり、躊

躇したりすることなく、安心して表出できる集団づくりをしてまいります。また、人、自然、

文化、地域社会と豊かに関わる体験・交流等の活動の充実を図り、児童が主体的に自分のよさ

を発揮しながら、生き生きと活動する中で、自己有用感を高めるとともに、他者を尊重できる

心を育み、明るく、楽しく、活気溢れる学校生活を送ることができるよう、教職員一同、一丸

となって教育活動を推進してまいります。 

昨年度から一人１台タブレット端末が配備されました。タブレットを含めた ICT 機器を効果

的に活用して、子供たちの活動への興味・関心を高め、学習内容を広げたり、深めたりしてい

くことで、学力の向上を図ってまいります。また、タブレット端末の家庭でのよりよい活用方

法も模索していきながら、基礎的・基本的な学習内容の定着を図るとともに、自主学習等の家

庭学習の習慣化の確立につなげていきたいと考えています。 

３月下旬に緊急事態宣言が解除されたとはいえ、今年度もコロナ禍は続きます。「台東区学校

園版 感染症予防ガイドライン」に則して、その時の状況に応じて、内容や方法等を工夫しな

がらも、充実した教育活動を実践することができるように努めていきます。保護者や地域の皆

様には、子供たちの安全・安心な生活と健やかな成長を引き続き支えていただきますよう、お

願いいたします。 

今年度も、行事等で様々な制限や制約等のお願いをすることになると思いますが、本校の教

育活動につきまして、御理解と御協力、御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

台 東 区 立 石 浜 小 学 校   

校 長  原 沢 伸 一 

℡ 03-3875-0031 

http://www.taitocity.net/ishiha

ma-es/  

令和３年度 ４月号 

 

令和３年４月６日 



令和３年度 教職員紹介 

<校長> 原沢 伸一       <副校長> 髙橋 亨聡  

１－１ ○春日 麻由 １－２  桂木 美好子 算数少人数 髙橋 尚子 

２－１ ◎○大熊 啓史 ２－２ 山本 薫 養護 ★△福岡 久美子 

３－１ ○大和田 智子 ３－２ 藤本 文人 音楽 上原 玲子 

４－１ ○三瀬 功 ４－２  鈴木 理紗子 図工 益子 康平 

５－１ □○三根 博喜 ５－２ 松本 祐 日本語・家庭科 ●成田 智美 

６－１ ★○◇濱田 哲   栄養士 佐久間 智子 

あおば教室 ○田中 知帆 あおば教室 ☆藤田 正美 事務 
4月 6日現在 

未配置 

あおば教室 大薮 茂都子 あおば教室 小野 拓人 SSS 北島 しのぶ 

あおば教室 大澤 美佳 あおば教室 椎 さやか 主事（光管財） 阿部 元洋 

あおば教室 丸岡 健太郎 あおば教室 小林 葵  主事（光管財） 太田 容子 

 

特別支援教室 

専門員 

小泉 菜穂美 講師  調理師 松井 斉藤 古川 

理科講師 池上 有香 図書館司書 佐藤 朋子 ＳＣ 具 英姫 

学力向上推進Ｔ 朝日 朋子 

 
講師 

学力向上推進Ｔ 由井 由里 ＳＣ 今井 雅洋 

支援員 中瀬 初枝 支援員 清水 美幸 支援員 住友 智子 

支援員 芦澤 光三 支援員   西田 英里華 ALT フェリペ・デラ・クルーズ 

★…主幹 ◇…教務主任 △…保健主任 □…生活指導主任  ◎…研究主任 ●…特活主任 ○…学年主任 ☆…指導教諭 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校医 今年度もお世話になる校医さん・薬剤師さんをご紹介いたします。 
内  科  塩川内科医院 塩川 玄三   千束 1-4-11             (３８７２－０１５３) 

眼  科  クラマエ眼科  宮下 浩平  蔵前 3-13-3 NＲﾋﾞﾙ 2階   (５８２０－０９２７) 

耳鼻科  ことぶき耳鼻科  立岡 英宏  寿 1-17-10 2１ﾌﾟﾗｻﾞﾔﾏﾔ 1階    (３８４３－３１０７) 

歯  科  大出歯科   小林 てい子 清川 1-19-8              (３８７２－１９７９) 

薬剤師  喜正堂薬局  髙橋 正也  清川 1-31-8        (３８７３－０４５７) 

【退職】 
為貝 里美  栄養士 
西尾 邦弘  理科講師 
柴田 善信  学力向上推進ティーチャー 
飯塚 大翔  スクール・サポート・スタッフ 
 
【転出】  
田邊 里子  主任教諭   （台東区立黒門小学校へ） 
今野 均   主任教諭   （葛飾区立堀切小学校へ） 
中山 裕子  教諭     （葛飾区立白鳥小学校へ） 
朝倉 ひとみ 教諭     （品川区立上神明小学校へ） 
本田 拓也  教諭     （板橋区立三園小学校へ） 
今野 里子  事務主事   （墨田区立立花吾嬬の森小学校へ） 
羽田 貴子  SC      （足立区立渕江小学校へ） 
夏目 富美子 SC      （台東区立台東育英小学校へ） 
数井 砂絵子 支援員    （台東区立柏葉中学校へ） 
 
【転入】                                                    

藤田 正美  指導教諭   （台東区立平成小学校から）        
松本 祐   教諭     （足立区立千寿常東小学校から） 
桂木 美好子 教諭     （板橋区立緑小学校から） 
藤本 文人  教諭     （墨田区立中和小学校から） 
小林 葵   教諭     （北区立梅木小学校から） 
上原 玲子  教諭     （新規採用）        
小泉 菜穂美 特別支援教室専門員 
具 英姫   SC             
佐久間 智子 栄養士    （台東区立台東育英小学校から） 
朝日 朋子  学力向上推進ティーチャー        
 
 【育休】 

堤 千春   主任教諭 
 

 

 
 
 


