
 

 

 

 

 
 

 

 

令和３年度 スタート 

校長 岩井 純一郎 

 

今年は桜の開花も早かったのですが、校庭の桜は、若葉が交じりつつもピンク色を保ち、子どもたち

を迎えてくれました。今日、子どもたちは、朝から元気に登校してきました。新しい１年生１２１名と

新しい教職員を迎え、全校児童６５１名での出発です。お子様のご入学・ご進級、誠におめでとうござ

います。心よりお祝い申し上げます。コロナ禍の中ではありますが、令和３年度も感染拡大防止に努め

ながら、学校経営・教育活動を進めてまいります。 

本校の教育目標は、「明るく元気でたくましい子」「よく考えすすんで実行する子」「たがいになかよ

くする子」です。今年度も昨年度同様、「明るく元気でたくましい子」を重点目標に、引き続き校内研

究で「体育科」の研究をしていきます。今年度から２年間は、小平市教育委員会研究推進校の指定を受

けています。また今年度は東京都小学校体育研究会の研究協力校の指定も受けています。体育科を中心

に、健康教育、体育的活動などについて研究を深め、今年度・来年度の２年続けて研究発表会という形

で研究の成果を発表いたします。今年度は１１月１９日（金）を予定しています。 

また、本校は、この４月１日に小平市教育委員会からコミュニティ・スクールの指定を受けました。

昨年度、試行的に学校経営協議会を立ち上げて進めてきた実践的な研究を生かして、学校の課題解決へ

向けて保護者・地域の皆様の協力を得ながら教育活動を展開していきます。地域や保護者の皆様には、

昨年度は体力テストボランティアや消毒ボランティアでのご協力をいただきました。今年度はそれ以外

にも、今まで以上にご協力をいただくことも出てまいりますので、本校の教育活動へのご理解・ご協力

をよろしくお願いします。 

最後に、コロナ禍の対応として、昨年度の経験を生かして学校行事の変更を考えています。昨年度は

遠足・校外学習がほとんど実施できませんでした。ですから４月から５月に予定している遠足は交通公

共機関を使わずに歩いて行ける場所を目的地として各学年で計画しています。運動会は、コロナ対応だ

けでなく熱中症対策や練習時間の短縮と授業時数の確保を考えて、午前中で終えるように計画していま

す。学芸的行事につきましては、昨年度中止した学芸会を今年度にスライドして実施することも検討し

ましたが、３密を考え、展覧会としました。その他の教育活動も昨年度の経験を生かして、工夫して行

っていきたいと考えていますので、ご理解よろしくお願いいたします。 

新型コロナウイルス感染拡大も予断の許されない状況です。保護者の皆様には、子どもたちの健康管

理等、今年度も引き続きご協力をよろしくお願いします。 

 

 

        十二小だより 
４月号 

No.６００ 

４月の生活目標 

生活目標    『時間やきまりを守ろう』 

保健目標   『健康診断をじょうずに受けよう』 

給食目標   『協力して準備、片付けをしよう』 

清掃目標   『掃除の仕方を身に付けよう』 

 

特色ある教育活動推進校 「法」に関する教育推進校 
〒１８７－００３２ 小平市小川町１－４６４  ℡ ０４２－３４２－１７６１  Fax ０４２－３４２－１７６０ 

HP http://www.kodaira.ed.jp/12kodaira/   E-mail gakkou@12.kodaira.ed.jp 

 

http://www.kodaira.ed.jp/12kodaira/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

４月の予定 

１ 木  

２ 金  

３ 土  

４ 日  

５ 月  

６ 火 入学式 始業式（特１）９時 20分下校 

７ 水 １～４年（特３）11時下校 

５・６年（特４）11時 50分下校  委員会 

８ 木 計測３年 １年（特３）11時下校  

２年～６年（特４）11時 50分下校 

９ 金 朝学 尿検査 1次 給食始 内科３年 

1年（特３）11時下校 

保護者会５・６年  ５・６年 13時５分下校 

10 土  

11 日  

12 月 朝会 対面式 保護者会３・４年 

１・３・４年 13時５分下校 計測５年 

13 火 朝学 PC 交通安全教室１年 委員会  

計測６年・けやき 内科３・５年 

14 水 特５ 給食始（１年） 計測４年 

わくわく始 消防写生会２・３年 

15 木 朝学 保護者会１・２年 計測２年 

内科５年 

16 金 集会 １年生を迎える会 計測１年 

17 土  

18 日  

19 月 読書 尿検査１次②  

視力４年 内科２年 保護者会けやき 

20 火 朝学 PC クラブ 視力５年 内科１年 

避難訓練 

21 水 特６ 十二小タイム  ＣＳ16時 

22 木 朝学 視力３年 遠足６年 

23 金 集会 離任式 眼科全学年 

24 土  

25 日  

26 月 朝会 視力２年 遠足５年 

27 火 朝学 PC クラブ 視力１年 内科１年 

28 水 特５ 聴力５年・けやき 

29 木 昭和の日 

30 金 集会 聴力３年 遠足けやき 内科２年 

（コロナ禍において変更する場合があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

□電話相談のお知らせ 

小平市教育相談室では、市内の児童・生徒の新学期に

向けた不安、いじめや不登校に関する電話相談を開設し

ます。どんな小さな悩みでも結構です。お気軽にご相談

ください。なお、開設日当日の来室による相談は受け付

けできません。 

とき 令和 3 年 4 月 10 日(土) 午前 9 時から 

午後 4 時 30 分まで 

小平市教育相談室 

電話 042(343)9411 

 

□5月の予定 

（コロナ禍において変更する場合があります） 
６日（木）移動教室保護者説明会 6 校時 

７日（金）避難訓練 

11 日（火）尿検査 2 次 

14 日（金）遠足 2 年 

17 日（水）体力テスト研修会 15:00～ 

20 日（木）遠足 3 年 

21 日（金）遠足 4 年 

24 日（月）体力テスト開始 

27 日（木）全国学力調査 

□体育学習の服装のルールについて 
本校では、このようなルールで行っています。 

1  体育着のすそは、短パンに入れる。 

（上着着用時も同様） 

２ 肌着を着用する場合は、着替えを持ってくる。 

３ タイツは、運動の妨げになるので靴下に履き替える。 

４ 上着は、暑くなったらすぐに脱ぐ。 

（怪我防止のため、ファスナー、ポケット、フード、

ボタンがついていないトレーナー等を着用する。） 

寒さ対策のため、長袖の体操着を着用してもよい。 

□体力テスト 計測ボランティア募集 
 ５月 24日（月）～27日（木）の１～４校時 

（8：45～12：15）に、体力テストを行います。 

 ※雨天時予備日５月 31日（月）、６月１日（火） 

内容は、①長座体前屈②反復横跳び③立ち幅跳び④ソフ

トボール投げ⑤握力⑥１・２年のシャトルランの計測の

お手伝いをお願いしたいです。計測を通して、児童の頑

張りや様子を見ていただき、励ましていただけるとあり

がたいです。 

昨年お手伝いいただいたボランティアの方からは、

「ボランティアに参加してよかった。」「児童の様子が分

かって嬉しい。」「来年も参加したい。」とたくさんのよ

い感想をいただきました。 

詳しくは、４月７日（水）にボランティア募集のお知

らせが別途出ますので、そのお便りをご覧ください。 

申し込み締め切りは、４月 21 日（水）になっておりま

す。また、５月１７日（月）15：30～測定方法研修会を

行う予定です。よろしくお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教職員一覧】 

校  長 岩井 純一郎             副 校 長 野口 恵美子  

教務主任 荻野 もも子（主幹）         生活指導主任 佐藤 真美 （主幹）       

研究主任 池川 昌恵 （指導）         保健主任 山田 さわ子（養護） 

特別支援コーディネーター 嶋田 貴博（主任）、杉山 智美、長尾 泉、吉川 啓司（主任）、野田 智美（主任） 

学年・専科 １組 ２組 ３組 ４組 

第１学年 ☆吉川 啓司（主任） 吉見 清香 鈴木 美那 佐藤 真美（主幹） 

第２学年 ☆板口 真吾（主任） 渋谷 武彦 神山 弘之（主任） 榎本 和美（主任） 

第３学年 ☆柴田 悠介（主任） 古橋 絵美（主任） 山下 球道 ☆は学年主任 

主幹教諭は（主幹） 

指導教諭は（指導） 

主任教諭は（主任） 

第４学年 ☆加島みなみ（主任） 長尾 泉 池川 昌恵（指導） 

第５学年 ☆隅谷佐知子（主任） 村岡 直樹 仙石 智也 

第６学年 ☆栁澤 実 （主任） 杉山 智美 鈴木 裕子 

けやき学級 1・2年 ☆小野﨑 純子（主任）、3年 野田 智美（主任） 

4年 伊藤 美里、5年 石田 大地、6年嶋田 貴博（主任） 

算数習熟度別指導 荻野 もも子（主幹） 音楽（3年～6年） 谷﨑 仁美（主任） 

図工 鳥越 恵都子 音楽（1年～2年） 藤原 美奈子（主任） 

養護 山田 さわ子 栄養士 宮下 直美 

特別支援教室 内野 菜穂子、佐藤 志保、田中 順子、清水 守、加藤 大貴、 

榎本 津也子、中村 香奈絵（小平第六小学校所属） 

講師 岸水 ありさ、弘瀬 ひろみ、永井 秀二、安江 香世子 

けやき学級講師 杉本 恵美子、矢﨑 寛子、緒形 まゆみ 学校図書館協力員 井手 恵美 

都事務 渡辺 克憲 市事務 青本 正恵 

特別支援教室専門員 草野 恭子 スクールカウンセラー 吉村 豊隆 

学習補助員 池田 道子、上三垣 聖子、小木曽 裕子、奥野 惠子、宮本 さおり、坂本 七海、 

成澤 愛、中島 祐子、竹村 周介、鴻野 由美、渡辺 あゆみ、多田 聡子、横山 裕一 

スクール・サポート・スタッフ 田中 晶子、大久保 紀子 

副校長補佐 黒田 芳明 給食事務 草野 和子 

給食調理員 菅原 美和、石井 葉子、仲渡 利久子 

用務主事 池谷 和行 警備員 田村 一廣、塩田 良三 

◆転入・採用 
教  諭 伊藤 美里（小平市立小平第一小学校から） 

教  諭 鈴木 裕子（東大和市立第九小学校から） 

教  諭 鈴木 美那（日野市立豊田小学校から） 

教  諭 仙石 智也（青梅市立第五小学校から） 

教  諭 渋谷 武彦（新 規 採 用） 

教  諭 吉見 清香（育休代替教員） 

教  諭 山下 球道（育休代替教員） 

栄 養 士 宮下 直美（小平市立小平第八小学校から） 

講  師 安江 香世子  講  師 永井 秀二 

講  師 緒形  まゆみ  調 理 員 仲渡  利久子 

学習補助員 小木曽 裕子 

学習補助員 宮本 さおり（けやき・肢体不自由介助員） 

学習補助員 横山 裕一（けやき介助員） 

図書館協力員 井手 恵美  Ｓ ・ Ｃ 吉村 豊隆 

用務主事 池谷 和行 

◆退職         ◆休職 

用務主事 川上 信男  主任教諭 増田 陽  

◆育児休暇 

教  諭 上ヶ島 美優  教  諭 和田 実咲 

 

□令和３年度 人事異動について 
 
◆転出 
主任教諭 渡辺 佳恵（小平市立小平第一小学校へ） 

教  諭 酒井 春菜（練馬区立下石神井小学校へ） 

教  諭 渋谷 武彦（小平市立小平第十二小学校へ） 

教  諭 菊池 龍皇（調布市立多摩川小学校へ） 

養護教諭 堀江 万葉（桐 朋 学 園 小 学 校 へ）  

栄 養 士 佐々木 由美子（小平市立小平第八小学校へ） 

非常勤教員 安江 香世子 

講  師 白鳥 由美子 

講  師 中村 剛 

ティーチングアシスタント 井関 よしみ 

A  L  T  テリタレヴィン  

Ｓ • Ｃ 松久保 恭子（福生市立福生第五小学校へ） 

介 助 員  小林 裕雅（国立市立国立第八小学校へ） 

調 理 員 渡部 舞 

◆昇任 
主任教諭 佐藤 真美（主幹教諭昇任） 

教  諭 野田 智美（主任教諭昇任） 

教  諭 加島 みなみ（主任教諭昇任） 

 



□ようこそ！小平第十二小学校へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□おせわになりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平市立小平第一小学校から来ました伊藤美里

です。これから小平第十二小学校の子どもたちと

一緒に遊んだり勉強したりできるのが楽しみで

す。私の好きなことは歌を歌うこと、虫を探すこ

と、体を動かすことです。どうぞよろしくお願い

します。            伊藤 美里 

東大和市立第九小学校から来ました鈴木裕子です。

皆さんと一緒に、明るく楽しいクラスを目指しま

す。いろいろな経験を通して、たくさん思い出を作

りたいです。来たばかりで分からないこともたくさ

んあるので、皆さんもいろいろ教えてください。よ

ろしくお願いします。       鈴木 裕子 

初めまして。日野市立豊田小学校から参りました

鈴木美那と申します。子どもたちが共に学び合

い、心身ともに成長できるよう、また、子どもた

ち一人一人の笑顔が輝くよう、指導してまいりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

鈴木 美那 

青梅市立第五小学校より異動してきた仙石智也で

す。今年度より小平第十二小学校でお世話になりま

す。幼少期より剣道を続けてきました。他にも運動

が大好きなので、運動を通して小平第十二小学校の

子どもたちとも仲良くなりたいと思っています。分

からないことも多々あると思いますが、よろしくお

願いします。           仙石 智也 

 小平市立小平第十二小学校のみなさん、こんにち

は。今年度より小平第十二小学校でお世話になりま

す。みなさんと、いろいろな活動をするのが、とて

も楽しみです。笑顔で元気に頑張りたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。吉見 清香 

半年の短い間でしたが、小平第十二小学校で楽し

く過ごすことができました。新５年生の皆さんに

は、たくさんのパワーをもらいました。これから

は、高学年としての自覚をもち、立派に成長して

いくことを期待します。     菊池 龍皇 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア、教育実習、けやき学級介助員と全て

の期間を合わせると約２年間、小平第十二小学校に

はお世話になりました。２年間、毎日が本当に楽し

かったです。笑顔で大きな声で挨拶をしてきてくれ

る小平第十二小学校のみんなのことはずっと忘れ

ません。ありがとうございました。 小林 優雅 

 

 

７年間けやき学級で担任をさせていただきました。

小平第十二小学校の子どもたちと一緒にたくさん

の経験をし、私自身もたくさん学ばせていただきま

した。ありがとうございました。小平第十二小学校

の子どもたちがこれからも元気に学校生活を送れ

るよう応援しています。      渡辺 佳恵 

 

小平第十二小学校で過ごした７年間は、笑顔いっ

ぱいの楽しい毎日でした。素直でかわいい子ども

たちと過ごした日々は宝物です。保護者や地域の

皆様にたくさんのご協力をいただいたこと感謝

しております。小平第十二小学校で出会った子ど

もたちのことをずっと応援しています。本当にあ

りがとうございました。     酒井 春菜 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平第十二小学校の先生方、児童の皆さん、６年

間大変お世話になりました。児童の皆さんが過ご

しやすいように、学校の用務に携ってきました。

これからも児童の皆さんが学校で安心安全に過

ごせるよう心から願っています。                              

川上 信男 

昨年 10 月から、和田実咲先生の産休代替とし

てけやき学級でお世話になっていました。 

4 月以降も新規採用として引き続き小平第十二小

学校の子どもたちと活動できることを嬉しく思

います。よろしくお願いいたします。渋谷 武彦 

小平第十二小学校のみなさん、今までありがとうご

ざました。約 1年 9か月の間、保健室を通してたく

さんの人と関わることができ、とても楽しかったで

す。せっかく仲良くなれたのに、こうして離れてし

まうことをさみしく感じます。いつまでもみなさん

を応援しています。お元気でお過ごしください。 

                 堀江 万葉 

今年度から育休代替として働くこととなりまし

た。昨年度までは、大学院で学ばせていただいて

おりました。なので、小平第十二小学校が初めて

働く学校となります。分からないことが多々ある

と思いますが、子どもの成長と幸福のために全力

で取り組みますのでよろしくお願いします。  

山下 球道 

元気いっぱい、笑顔いっぱいの小平第十二小学校の

子どもたちと出会えて、とてもうれしく思っており

ます。安全でおいしい給食作りはもちろんのこと、

それ以外にもいろいろな場面で全校のみなさんと

関わっていきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。      栄養士 宮下 直美 

 育休から復帰して、また元気な小平第十二小学校の

皆さんに会えるのを楽しみにしていました。何か不

安なことや心配なことがあったら、いつでも保健室

に話にきてください。よろしくお願いします。 

山田 さわ子 


