
                                                                              

創立１１１周年の年度がスタート 

                                                 校長 佐藤 貴生 

春に陽光は躍動し、意欲と活気をもたらしてくれます。そんな中、喜びで満ちあふれた子供たちが登校してきました。

新たに４９名の１年生を迎え、全１２学級、児童数３２１名で田原小学校の令和４年度がいよいよスタートしました。 

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。明治４４年東京市田原尋常小学校として開校し、明治・大正・昭和・

平成・令和と五代にわたり、戦争等の厳しい時代もありましたが、地域・保護者の皆様に支えられ昨年度創立１１０周年

の記念の年を迎えることができました。そして今日からは、創立１１１周年の年度が始まりました。すべて「１」の縁起

のよい年度。今までの歴史と伝統を大切にしながら、未来に向けて新しい田原小学校を築いて参ります。児童のよりよい

成長を目指し、質の高い教育活動を展開できるよう「チーム田原」のもと一丸となり力を尽くしていきます。 

 

   

○思いやりのある子 ○自ら学ぶ子 ○ねばり強い子 ○じょうぶな子 
 

  学校経営の基本方針 

◆子供が笑顔で生き生き登校する学校  ◆教職員がはつらつと教育活動に取り組む学校 

◆保護者・地域が信頼を寄せる学校   ◆地域を愛し、学校を愛し、人を愛する学校 

目標達成に向けての取り組み 

    

       
 

 

 上記の目標のもと、今年度は特に、コロナ禍であっても学び・様々な活動を止めることなく、できる方法を考え・工夫

し、行事や集会や交流活動など充実した教育活動を推進していきます。 

地域・保護者の皆様、本校の教育活動に御理解・御協力そして力強いお力添えをよろしくお願いいたします。 
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田原小学校 教育目標 

○充実した道徳・外国語授業の実施 
○道徳的実践力を育む活動の充実 

 

○本気になる授業、身を乗り出す授業、夢中になる授業の創造 

○基礎的知識や基本的技能の定着 

 
 

○基本的な生活・運動習慣の確立 
○体力の向上 

 

   重点的目標 

・夢をもち思いやりの心や集団生活のきまりを遵守する児童の育成  ・全教育活動を通じて児童の自己肯定感の向上 

・グローバルな社会を生きるための主体的な態度とコミュニケーション能力の育成 

 

 

＜指導体制の充実＞ 

★算数の習熟度別指導の実施（３年生以上） 

★社会科、理科等で教科担任制の指導（４年生以上） 

★計画的なＯＪＴ研修による指導力の向上 

★迅速で的確な判断と対応 

  

 

＜家庭・地域との連携＞ 

◆保護者が参加できる事業の工夫 

◆ふれあい学習による地域人材の積極的登用 

◆地域行事への積極的参画 

◆避難所開設訓練の充実や地域防災訓練への参加 

 



 

 

～転入職員からのあいさつ～ 

                         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◆◇生活指導部より◆◇◆ 

                                      生活指導部 高橋 浩之 

今年度も子供たちが安全に気持ちよく生活できるように、月ごとの生活指導目標を設定し、全職員で声をか

けていきます。ご家庭でも月ごとの目標について子供とお話していただけたらと思います。 

４月の生活目標は「田原小学校のきまりを守ろう」です。生活のきまり、服装のきまり、持ち物のきまりに

ついて確認し、指導していきます。 

 

 

☆３年２組 長谷川 愛 
 足立区立東加平小学校から参りました長谷川 愛です。私は、スポーツが好きで特にバレーボールとマラソン
が好きです。田原小の子供たちと一緒に遊べることを楽しみにしています。子供たち一人一人のよさを伸ばし、
私自身も子供たちとともに成長できるよう日々努めてまいります。よろしくお願いいたします。 

☆副校長 地平 憲司 
 はじめまして！お隣の千束小学校から参りました。千束の前は石浜にいましたから、この地域にはとてもご縁
があります。そして、人情溢れる地域と学校が一体となって育てる子供たちの明るい笑顔が大好きです。伝統あ
るこの田原小学校が、益々発展していけるよう力を尽くして参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

☆事務  大塚 南美 
はじめまして。今年度から新しくお世話になる大塚です。田原小へ来る前は、ＩＴ企業に勤めていました。ダ

ンスや茶道が趣味です。詳しい方がいましたら、ぜひお話ししてください！学校での生活や地域のイベントへの
参加など楽しみにしています。これからよろしくお願いします！ 

☆２年１組 島田 さやか 
 北区立田端小学校から赴任して参りました。活気ある浅草の街を歩くと、自然と気持ちが明るくなります。そ
んな素敵な場所で育つ子供たちと、学び、成長していけることをとても嬉しく思います。楽しく学び、豊かな毎
日が過ごせるよう尽力してまいります。どうぞよろしくお願いします。 

☆３年１組 田中 知子 
４月より田原小学校に参りました、田中知子と申します。話すこと、食べること、新しいことを知ることが大

好きです。子供たち一人一人と対話し、個性を大切にしながら学校でしかできない学びを子供たちが身に付けら
れるように、精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 

☆１年１組 服部 智代 
縁あってまた田原小に着任することができ、とても嬉しく思います。子供たちが笑顔で勉強や遊びに取り組め

るよう頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

☆４年２組 木下 菜見 
 ２年間、育児に専念する時間をいただいておりましたが、４月より復帰しました。田原小の元気いっぱいの子
供たち、温かい保護者・地域の皆様と再会できるのを楽しみにしていました。毎日笑顔で過ごす１年にしたいで
す。よろしくお願いします。 

☆栄養士 飯田 里子 
はじめまして、同じ台東区の黒門小学校から参りました、栄養士の飯田里子です。小学校時代の私は給食が大

好きでした。田原小学校の子供たちから卒業の時に「○○が食べたい」「××の作り方教えて」と言ってもらえる
ような、安全で栄養がとれておいしい給食を出していきたいと思います。 

☆算数少人数 田中 久枝 
１年半の産育休をいただき、ありがとうございました。また大好きな田原っ子に会える日がやってきたことを

嬉しく思います。嬉しさと喜びと緊張で昨夜は眠れませんでした。子供たちにとって、大好きな居心地のよい場
所となるよう、心を向けながら精一杯子供たちを応援していきます！どうぞよろしくお願いいたします。 



～ 職  員  構  成 ～ 

１ 退・転出入教職員 

(１)退職教職員 
・主任教諭 
・事務 
・教諭（産休・育休代替） 
・講師 

 
西野 尚久 
長谷川 つゝみ 
山﨑 公美子 
山田 英子 

 

(在職１年)千葉県流山市立西深井小学校へ  
(在職１０年) 再任用退職 
(在職４年) 
(在職３年) 

(２)転出教職員 
・副校長 
・主任教諭 
・教諭 
・教諭 
・栄養士 

 
柗井 啓史 
中川 菜津美 
山田 藍 
亀井 真衣 
森田真菜美 

 

(在職２年）台東区立富士小学校校長へ昇任 
(在職３年）葛飾区立水元小学校へ 
(在職３年）墨田区立錦糸小学校へ 
(在職４年）足立区立千寿常東小学校へ 
(在職３年）中野区立武蔵台小学校主任へ昇任 

(３)転入教職員 
  ・副校長 
・主任教諭 
・主任教諭 

 ・教諭 
・教諭 
・栄養士 

・事務 

 
地平 憲司 
島田 さやか 
長谷川 愛 
田中 知子 
服部 智代 
飯田 里子 
大塚 南美 

 
台東区立千束小学校より 
北区立田端小学校より 
足立区立東加平小学校より 
足立区立栗原小学校より 
新規採用 
台東区立黒門小学校より 
新規採用 

２ 職員構成                    

（１）校 長  佐藤 貴生   副校長 地平 憲司 
（２）学級担任・専科教員等（☆主幹教諭、●は主任教諭、○は学年・専科主任） 

 
１ 組 ２ 組 専       科 

１ 服部 智代 〇●古屋 知佐 音 楽  吉田 さち   

２ 〇●島田 さやか     矢代  涼  ●図 工 大木 亜希子 

３ 田中 知子   ○●長谷川 愛 
算数少人数 ☆○田中 久枝 

         （研究主任）  

４ 
〇●高橋 浩之 

（生活指導主任） 
木下 菜見 養 護  小泉 栞  

５ ○星野 桃 
☆蓮澤 利一 
（教務主任） 

  栄養士  飯田 里子  

６ 〇●伊志嶺 拓真 稲山 綾香 事 務   大塚 南美 

（３）すずかけ教室・・・●森 育子、井上 裕理香 
（４）非常勤教職員等 
・学力向上推進ティーチャー・・・伊藤 真由美、山口 佳子 
・非常勤講師・・・ ・・・・・・ 齊藤 真友子、山本 綾、小倉 幸枝 
・特別支援教室専門員・・・・・・横瀬 幸子 

・特別支援教育支援員・・・・・・二宮  具子、川島 智子、松本 敦子 

・放課後学習指導者・・・・・・・南雲 紀子 
・スクールカウンセラー・・・・・田中 寛義、飯室 直人 

・図書室司書・・・・・・・・・・櫻井 恵 
・スクールサポートスタッフ・・・永井 文雄 
・副校長補佐・・・・・・・・・・井出 信明 
・クラスサポートスタッフ・・・・中村 吏加 
・用務主事・・・・・・・・・・・藤代 斉、宮内 綾子（上野ビルサービス） 
・給食調理・・・・・・・・・・・照沼 真里奈、中村千賀子、加藤 優（東洋食品） 

 
  井上 栞養護教諭が３月に結婚入籍し、小泉 栞 となりました。引き続きよろしくお願いします。 


