
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

爽やかな風が渡る気持ちの良い季節を迎えま

した。草木にも新しい芽や小さな葉が艶やかな

彩りを添え、生命の息吹を感じさせます。 

いつも学校にご理解とご協力をいただいてい

る保護者の皆様や、熱き思いで子供たちを見守

りご指導くださっている地域の皆様方に支えら

れて、本校が粛々と日々の教育活動を進行出来

ていることが本当に嬉しく、教職員を代表いた

しまして皆様に厚く感謝申し上げます。本年度

もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

今日、久しぶりに登校して新学期を迎えた子

供たちは目を輝かせ、引き締まった表情が立派

でした。希望に満ちた顔が並ぶ中、平成30年度

の始業式では、転出入の教職員紹介や担任の先

生の紹介を受けて、進級した子供たちが決意も

新たに新学期をスタートいたしました。 

引き続き行われる入学式では65名のかわいら

しい１年生を本校に迎えます。 

在校生と新入生と合わせて389名の児童、40名

の教職員で、本校の教育目標達成に向けて今年

度の滝坂小学校を益々明るく楽しい学校にして

参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育目標 

よく考え 進んで学習 

強いからだ やりぬく心 

人に親切 仲よく協力 

 

この「よく考え」の力を伸ばすために、教員

が発問を工夫し、子供たちの意見を重ねさせ、

他の人の意見をよく聴くことによって、子供た

ちが自分の考えを深めながら、問いに対する解

答を練り上げていく。そのような授業を展開で

きるように、学校全体で国語科の研究を中心に

取り組んで参ります。また、「進んで学習」は

自ら主体的に学習に向かう姿勢を大切にするこ

とで学習習慣を身に付けさせて参ります。具体

的には、各学年で定期的に適量の宿題を出しま

す。小学生のうちに、帰宅したらランドセルを

開いて、翌日の準備を整えると同時に、宿題に

取り組む習慣を身に付けてほしいと思います。

このことは「やりぬく心」にも通じることでし

ょう。やがて中学生になって学習内容が盛りだ

くさんになった時、課題に対して自身で順番に

対応していける習慣を、今から時間をかけて身

に付けさせて参ります。ご家庭でもご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

更に、安全や健康を大切にしながら、皆で運

動に取り組み、丈夫な体を作って参ります。 

さて、最後の項目「人に親切 仲良く協力」

ですが、いつの時代にも、人間にとって最も大

切にされる資質であると考えます。教科化され

た道徳授業の充実もさることながら、学校生活

のあらゆる場面で指導して参ります。学級集団

生活の中で心を磨く、学校行事に協力すること

で団結や達成感を学ぶ。ときに涙を流したり、

大声で笑ったりする中で、小さな心が日々耕さ

れて、たくましい心に育つのだと信じます。今

年度も子供たちがすくすく育つ滝坂小学校にし

て参ります。

  

子子供供たたちちががすすくくすすくく育育つつ滝滝坂坂小小学学校校  
                          校 長  鈴 木 祐 介 
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平成３０年４月６日 

調布市立滝坂小学校 

校 長 鈴 木 祐 介 



平成30年度教職員       調布市立滝坂小学校 

 

○ ご退職   主任教諭               （調布市立滝坂小学校 再任用教諭） 

教諭                 （東京都巡回相談員） 

教諭                                 （育休代替任用終了）                

介助員                 （小金井市学童指導員） 

介助員                  （埼玉県新規採用教員） 

栄養士(産育休代替)           （調布市立富士見保育園 産育休代替栄養士）           

 

○ 転 入 

         教諭              世田谷区立武蔵丘小学校 

         教諭                  京都市立太秦小学校    

                  教諭                   新規採用 

         教諭                  調布市立滝坂小学校 講師 

         教諭                  調布市立上ノ原小学校 

         わかくさ学級介助員        調布市立調布中学校 

         わかくさ学級介助員           調布市立調布中学校 

         図書館司書               新規採用 

         臨時調理員               調布市立飛田給小学校 

         調理員（市委託）   榊山 昭夫    新規採用 

 

 ○ 転 出 

  主任教諭                調布市立若葉小学校 

        図書館司書                            渋谷区立中幡小学校 

        給食調理員      丸山 幸子    調布市立飛田給小学校 

 

校長  鈴木 祐介       副校長  内藤 みゆき 

１年１組 大木 明日香（学年主任・図書主任）   １年２組 廣垣 愛実（生活科主任） 

２年１組 小陽 聖華（学年主任・特別支援コーディネーター）         

２年２組 髙橋 優也（視聴覚副主任）       ２年３組 梅村 百合子(情報副主任) 

３年１組 藤田 春菜（学年主任）         ３年２組 川面 真也（視聴覚主任） 

４年１組 戸田 淑美（学年主任）         ４年２組 藤井 雅俊（体育副主任） 

５年１組 松本 寛子（学年主任・特活主任）    ５年２組 新妻 伸也（体育主任） 

６年１組 吉田 千里（学年主任・生活指導主任）  ６年２組 小島  大（教務主任） 

専 科  音 楽 豊田 奈々（給食主任） 図画工作 鈴木 透 （専科主任） 渡部 武義（研究主任） 

     少人数 宮本 恵太（算数主任）   養 護  白数 みどり（保健主任・特別支援コーディネーター）  

わかくさ  本莊 さとこ（わかくさ主任） 井上 麻里（特別支援コーディネーター）  小林 雅代（図工副主任）   

介助員  横瀬 瑞紀  鬼塚 洋子  浅井 淳子 

ひだまり教室巡回指導教員 岡本 みどり  宇田 圭佑  笹川 一喜  福田 美樹  島本 秀美  古屋 明良 

事務（都）   伊東 亨    事務（市嘱託） 小西 千華子    技能主事   平澤 和好  

栄養士      土谷 喜美子   

給食調理員   野口 きみ子   深尾 延江   名取 孝一   （市臨時職員）  鈴木 真理   

低学年少人数（市嘱託）     内田 左衛子 

図書館司書（市嘱託）濱 あかね         AET Baisakhi Paul（バイサキ・ポール） 

スクールカウンセラー      生方 敦子(都) 渡辺 詩津(市)   

特別支援教室専門員       飯田 知恵   スクールサポーター（市嘱託）山越 裕子 

理科支援員   泉田 純子   講師 野島 祐子・鈴木 えり子・山越 裕子・加藤 治子          

学校警備員   味園 正彦   斉藤 悟   瀧澤 茂   森脇 諭   

学童擁護員   細川 嘉彦   横峯 純一    

いじめ相談窓口・不登校対策員  吉田 千里・小陽 聖華・井上 麻里 

ハラスメント等相談窓口担当   白数 みどり・小島 大 

［野中 彩・明吉 紗代（平成31年3月末まで育児休業中）］ 

鈴木  透 

石坂 光敏    

間野目 純子 

坂西 玲子 

石井 和佳 

小谷 伸二郞 

 

 

藤田 春菜 

廣垣 愛実 

藤井 雅俊 

小林 雅代 

宮本 恵太 

鬼塚 洋子 

浅井 淳子 

濱 あかね 

鈴木 真理 

 

 

 

六戸 真紀 

木全 千鶴 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★来校時のお願い（不審者被害防止のために） 

○保護者会、PTA活動、学校行事 等でご来校の際は、PTAより今年度用に配布しております「保護者

証」を必ずご着用くださいますよう、お願いいたします。 

なお、児童の学習中は、校舎管理員が正門の安全見守りを行っています。 

★児童の健康管理のために 

○４月から６月にかけて健康診断・検査が続

きます。後日配布する保健関係書類へのご

記入・ご提出をお願いいたします。 

【提出〆切は１１日（水）です。】 

 

保護者のみなさまへのお願い 

★児童の安全確保のために 

○昨年度より「児童のための調査書」に記載するこ

とになった「災害時における児童引き取り人」欄

へのご記入をよろしくお願いいたします。 

 緊急時は、ご記入いただいた方のみへの引き渡し

となります。 

○４月１３日（金）迄に、学校安全・安心メールへ

の加入又は更新作業をお願いいたします。 

（全員、新規登録又は新学年のクラス等登録情報の

変更をして頂くことになります。詳しくは、月曜

日までに配布する別紙「平成３０年度 保護者用 

調布市『学校安全・安心メール』登録手順書」

【新規登録用】又は【登録情報変更用】をご参照

ください。） 

★児童の欠席連絡について 

○学校をお休みする場合の連絡は、連絡帳に

てお願いします。学校からのお知らせも連

絡帳でお伝えする場合があります。必ず目

を通して頂きますようお願いします。緊急

時以外、電話での連絡は極力ご遠慮くださ

い。 

 

★「のがわ教室」から「ひだまり教室」へ 

○昨年９月に調布市教育委員会指導室より配布された「すべての学校、すべての学級で実践する調

布市の特別支援教育」に記載されていますように、今年度より特別支援教室巡回指導の拠点校が

全部で８校に増えます。それに伴い、本校の拠点校は調和小学校から緑ヶ丘小学校に変わりま

す。これまで「のがわ教室」と呼んでいた名称も「ひだまり教室」と改めましたので、ご承知置

きください。 

昨年度までと同様、飯田専門員を中心として各巡回指導教員や担任との連携を細やかに行い、

指導をすすめて参りますので、どうぞご安心ください。お聞きになりたいこと等ございました

ら、遠慮なく学校へお寄せください。 

★給食費の引き落としについて 

○本校の給食費引き落とし日は、毎月５日となっております。４日までにご入金くださいますよ

う、お願いいたします。なお、１回の引き落としにつき、１０円の手数料負担をお願いいたしま

す。初回は、４月・５月の２ヶ月分が５月７日（月）に引き落としになります。直前の金融機関

営業日の５月２日（水）までに入金額のご確認をお願いします。 

（１年生は、６月５日（火）に４～６月の３ヶ月分が引き落としになります。） 

 また、２月の引き落としも、２月・３月の２ヶ月分となっておりますので、ご承知置きくださ

い。 

区分 平成３０年度給食費 

低学年（１・２年生） 月額 ４，４５０円 一食あたり ２５８円 

中学年（３・４年生） 月額 ４，６５０円 一食あたり ２６９円 

高学年（５・６年生） 月額 ４，８５０円 一食あたり ２８０円 

 



 

自分の身は自分で守る 
生活指導部 

 身の周りには様々な危険が潜んでいます。連日，事故や事件の報道がされるなか，「自分の身は自分で守る」

意識を高めることの重要性は，ますます高まってきています。本校では，校内での安全な生活のほかにも，おも

に次のようなことを子供たちに呼びかけています。 

交通事故から身を守る 

・甲州街道を渡る時は，歩道橋を利用しよう。 

・踏切を渡らずに，「とおりゃんせ」などの他の道を利用しよう。 

・自転車に乗る時は，ヘルメットをかぶろう。（２００８年の道路交通法改正以来，児童のヘルメット着用が保護者の努力義務となっています。） 

・交通ルールを自分から守ろう。 

子供を狙った犯罪から身を守る 

・危険な場所をあらかじめ知っておこう。その場所は通らないようにしよう。 

・防犯ブザーをいつも持ち歩こう。もしもの時は防犯ブザーを鳴らそう。 

・普段から「子どもの家」ステッカーを貼った家や店を見つけておこう。 

・いか・の・お・す・し「知らない人について○い○かない・知らない人の車には○のらない・ 

何かあったら○おおきな声でさけぶ・○すぐ逃げる・大人の人に○し らせる」が合言葉！ 

・携帯電話やパソコンは，滝坂小や家庭のルールを守って正しく使おう。 

ウイルスから身を守る 

・毎日「早起き，早寝，朝ごはん」を実践しよう。・外から帰ったら，必ず「うがい・手洗い」をしよう。 

自然災害から身を守る 

・自分の身は自分で守れるよう，いつも考えて行動しよう。・家族の人と避難場所について話し合っておこう。 

さらに，子供たちの安全を守るには，家庭や地域の協力も不可欠です。今年度もみなさんの力で子供たちの安

全と健康を見守っていきましょう。 

 

   

 

 

 

 

４月の行事予定 

月 火 水 木 金 土 
２日 ３日 ４日 

 

５日 

 

６日 

始業式 入学式 

７日 

９日 

午前授業 

視力（６） 

保健関係・児童のた

めの調査書 配布 

 

 

１０日 

委員会活動 

給食始（２～６） 

安全指導日 

視力・聴力（５） 

 

１１日 

保健関係・児童のた

めの調査書提出〆切 

発育測定（全） 

教員研修のため４時

間授業 

１２日 

１年生を迎える会

（8：25開始） 

保護者会（３４） 
シャトルラン大会（３４） 

地域訪問① 
ﾘｻｲｸﾙ回収（古紙のみ） 

内科（３４） 

１３日 
給食始（１） 

社会科見学（６） 

保護者会（１２） 
シャトルラン大会（２） 

地域訪問② 

視力（４） 

学校安全安心メール加入

・更新〆切 

１４日 

１６日 

クラブ活動 

視力・聴力（３） 

 

１７日 
全国学力学習状況調査（６） 

保護者会（５６わ） 
シャトルラン大会（５６） 

地域訪問③ 

視力（１・わ） 

１８日 

視力・聴力（２） 

１９日 

たてわり班編成 

心臓検診（１わ） 

内科（５６） 

２０日 

離任式（２～６） 

聴力（１わ） 

ＰＴＡ総会 

２１日 

 

２３日 

クラブ活動 

内科（１２わ） 

２４日 

青空弁当給食 

（２～６） 

地域訪問④ 

２５日 

 

２６日 

地域の方紹介集会 

地域訪問⑤ 

眼科（全） 

２７日 

消防写生会 

（１２わ） 

ごみ０運動 

２８日 
調布市防災教育の日 

学校公開日 

引き渡し訓練 

３０日 
昭和の日 振替休日 

     

※（ ）内の数字は該当学年又はわかくさ学級を表しています。 

「児童のための調査書」は１ １ 日（水）までに提出をお願いします。 

 昨年度より、緊急時の引き取り人は「児童のための調査書」に記入していただくことになっています。 

１，４年生は新規で記入していただきます。２・３・５・６年生は担任から返却されたものをご確認いただき、変更点があれば、赤で訂正

をしてください。なお、緊急時、引き取り人としてお名前が書かれていない方には引き渡しができません。ご注意ください 

  


