
 

 

 

 

 

 

 

義務教育学校を創る 

校 長  青 木   経 

 

平成 29 年度の教育活動がスタートしました。昨年度は、保護者・地域の皆様のご支援・ご

助力を賜り、義務教育学校としての学園づくりに力を注ぐことができました。本年度は地域

と共に歩む義務教育学校としての形をさらに強固とするため、「チーム・えばひら」としての

組織をご理解いただきながら、教育活動に邁進する覚悟でございます。「チーム・えばひら」

を分かりやすく図式化したグランドデザインを 4 月 10 日(月)の保護者会でお示しすると共に、

本学園のホームページでも掲載いたしますのでご覧下さい。 

本年度の教育活動につきましては、以下の経営方針に基づき実践いたします。 

３月に新学習指導要領の告示がされ、いよいよ来年度より先行実施が可能となります。今

回の新しい学習指導要領は、「社会に開かれた教育課程」を目指し、学習指導要領を「学びの

地図」となるような枠組みとし、子どもたちが「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「ど

のように学ぶか」といった学びの質を高めることを目指しています。そのために管理職は、

地域や家庭を巻き込んだ「チーム・えばひら」の構築を推進することによって学校力を高め

るとともに、教員はカリキュラム・マネジメントによる継続的な授業改善をおこなっていき

ます。 

３年間の学校経営を通して、地域や保護者は学園に対して高い関心と期待感を持ち、私の

学校経営を力強く後押ししていただいています。３年間の取り組みによって、子ども達の学

力は上昇傾向にあり、出口保障としての進学状況も実績を上げており、学力の定着と向上を

目的とした学校経営は着実に成果として表れています。また、6 年生から 7 年生への進級率

も昨年度と比較すると１０パーセント以上も上昇し、８０パ―セントを超えることができま

した。一方で、特色あるカリキュラム作りは十分に打ち出せていない現状もあり、今後は義

務教育学校としての特色あるカリキュラムや進学実績によって、積極的にその優位性を打ち

出すことが大きな課題であると捉えています。 

義務教育学校のよさは、教育課程を柔軟に組み効率的・効果的に学力を子ども達に身に付

けさせることができることにあります。また、学園生活を通して、社会の縮図としての人間

関係の中で人間性を豊かにするとともに、生き抜く力を身に付けるのに最適な条件がそろっ

ていることにあります。 

私は組織マネジメントとカリキュラム開発を継続すると共に、コミュニティ・スクールを

活用することによって特色ある教育課程を作り、日本の将来を担う子ども達にとって必要と

される教育を推進します。世界で新たな国際秩序に向けた調整が始まった転換期である今日、

グローバルな視点を持ち、共生社会をつくることに積極的に関われる人材を育成します。そ

のために、「チーム・えばひら」としてのグランドデザインを示し、学園の教育活動を地域と

保護者と共有します。品川区が誇るべき教育改革の経験と実践を財産として、本年度は義務

教育の新しい方向性を示していきます。
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【教職員の異動】 

転 出 

主幹教諭 （全科） 倉次 里絵 （４年） くらなみ りえ 品川区立中延小学校副校長昇任 

主任教諭 （全科） 伊藤 孝仁 （５年） いとう たかひと 葛飾区立東水元小学校へ 

主任養護教諭 （養護） 橋本 洋子 （５年） はしもと ようこ 品川区立小山台小学校へ 

教  諭 （全科） 大谷 真樹子 （７年） おおたに まきこ 多摩市立多摩第三小学校へ 

教  諭 （全科） 松井 美帆 （６年） まつい みほ 千代田区立九段小学校へ 

教  諭 （全科） 佐藤 早紀 （４年） さとう さき 府中市立府中第八小学校へ 

教  諭 （理科） 三上 恭幸 （４年） みかみ やすゆき 練馬区立石神井西中学校へ 

事務主事  三宅 富士子 （３年） みやけ ふじこ 品川区立中延小学校へ 

用務主事  日置 広子 （７年） ひおき ひろこ 品川区立豊葉の杜学園へ 

 

転 入 

主幹教諭 （全科） 星野 麻仁 ほしの まひと 品川区立八潮学園より 

教  諭 （理科） 白石 俊二 しらいし しゅんじ 新宿区立落合第二中学校より 

教  諭 （養護） 北原 朗子 きたはら さえこ 足立区立第九中学校より 

教  諭 （全科） 渡邉 裕介 わたなべ ゆうすけ 新規採用 

教  諭 （社会） 大串 康裕 おおぐし やすひろ 新規採用 

教  諭 （特支） 寺山 恵里香 てらやま えりか 新規採用 

教  諭 （特支） 細井 有希子 ほそい ゆきこ 新規採用 

教  諭 （全科） 柳  俊吾 やなぎ しゅんご 新規採用 

事務主事  濵田 智子 はまだ ともこ 新規採用 

用務主事  日髙 稔之 ひだか としゆき 品川区立京陽小学校より 

用務主事  土田 志江子 つちだ しえこ 品川区立豊葉の杜学園より 

 

復 職 

教  諭 （全科） 関口 順子 せきぐち じゅんこ  

 

退 職・休 職・在外教育施設派遣 

教  諭 （理科） 佐藤 雄太 さとう ゆうた 任期満了 

主任教諭 （全科） 西川 誠 にしかわ まこと 在外教育施設派遣（ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ） 

栄 養 士  林田 麻衣 はやしだ まい 休職（配偶者同行） 

 

昇 任 

主任教諭 （全科） 渡邊 浩司 わたなべ こうじ  

主任教諭 （全科） 五十嵐 直也 いがらし なおや  

主任教諭 （数学） 長山 靖 ながやま やすし  

 

 



 

【担当一覧】 

【校  長】 青木 経 あおき おさむ 

【統括副校長】 守屋 直孝 もりや なおたか （８・９年担当・教務部） 

【副 校 長】 鴻野 祐子 こうの ゆうこ  （１～４年担当・生活部・保健部・事務部） 

 影山 祥仁 かげやま よしひと（５～７年担当・学習部・進路部・すまいる・ＰＴＡ） 

 

【教務部長】 長谷川 久美 はせがわ くみ 【教務部副部長】 五十嵐 直也 

長山 靖 

いがらし なおや 

ながやま やすし 

【学習部長】 小松 史 こまつ あや 【学習部副部長】 渡邊 浩司 わたなべ こうじ 

【進路部長】 中満 麻弥 なかみつ まや 【後期課程進路指導主任】 白石 俊二 しらいし しゅんじ 

【生活部長】 星野 麻仁 ほしの まひと 【生活部副部長】 星野 あい ほしの あい 

【保健部長】 瀨谷 洋子 せや ようこ    

【事務用務部統括】 伴内 かおる ばんない かおる    

 

 ⦿学年団長（学年主任兼任）  ◎学年主任  

学年 １組 ２組 ３組 副担任 

１ ◎植松 有子 
うえまつ ゆうこ 

渡邉 裕介 
わたなべ ゆうすけ 

 
桑野 真美 くわの まみ  （非常勤講師） 

北原 朗子 きたはら さえこ（養護） 
２ ⦿小松 史 

こまつ あや 
西村 太郎 
にしむら たろう 

宮崎 伊久美 
みやざき いくみ 

３ ◎塚本 貴子 
つかもと たかこ 

柳 俊吾 
やなぎ しゅんご  

岡田 徹 
おかだ とおる 赤松 恵理 あかまつ えり（算数少人数） 

野村 典子 のむら のりこ（図工） 
４ ◎五十嵐 直也 

いがらし なおや 
関口 順子 

せきぐち じゅんこ 
 

５ ◎星野 麻仁 
ほしの まひと 

清水 麻衣 
しみず まい 

 

伊藤 紗与子 いとう さよこ（音楽） 

６ ⦿渡邊 浩司 
わたなべ こうじ 

中満 麻弥 
なかみつ まや 

 

７ 
鈴木 千佳 
すずき ちか 
（国語） 

木村 大介 
きむら だいすけ 
（音楽） 

西鍵 望 
にしかぎ のぞむ 

（数学） 

◎江沼 英篤 えぬま ひであつ   （理科） 

瀨谷 洋子 せや ようこ     （養護） 

大串 康裕 おおぐし やすひろ（社会） 

８ 
◎長山 靖 

ながやま やすし 
（数学） 

星野 あい 
ほしの あい 

（保健体育） 
 

長谷川 久美 はせがわ くみ （英語） 

山本 明生 やまもと あきお   （英語） 

橋本 大輔 はしもと だいすけ（社会） 

９ 
⦿山本 耕平 

やまもと こうへい 
（保健体育） 

栗原 淳子 
くりはら あつこ 
（国語） 

 
黒田 美華 くろだ みか    （英語） 

白石 俊二 しらいし しゅんじ（理科） 

特別支援教室（たけのこ教室） 久保ノ谷 知子 
くぼのや ともこ 

寺山 恵里香 
てらやま えりか 

細井 有希子 
ほそい ゆきこ 

  ※中井恵理先生はご結婚のため姓が変わり、今年度から赤松恵理先生となりました。 

 

事務主事 伴内 かおる ばんない かおる 髙山 多恵子 たかやま たえこ 

 後藤  瑞  ごとう みず 濵田 智子  はまだ ともこ 

栄 養 士 山田 のぞ美 やまだ のぞみ  

用務主事 日髙 稔之  ひだか としゆき 土田 志江子 つちだ しえこ 

 



 

スクールカウンセラー 中里  敦 なかざと あつし 日置 千佳 ひおき ちか 

巡回相談員 勝又 絵美 かつまた えみ  

特別支援教室専門員  岸  真美 きし まみ  

特支教室巡回心理士  重松 清文 しげまつ きよふみ  

コミュニティスクール・コーディネーター 宇佐美 豊 うさみ ゆたか 髙田 有希子 たかだ ゆきこ 

講 師 (前期課程) 伊藤 優太 いとう ゆうた（理科） ﾌﾘｵ･ﾏｰﾁｬﾝﾄﾞ （1･2年英語 ALT） 

 中嶋 理恵 なかじま りえ（3･4年英語JTE） 美留町 美希子 びるまち みきこ（5･6年英語JTE） 

 相田  梢  あいだ こずえ（５年家庭） 野口 明子 のぐち あきこ（６年家庭） 

 （講師未定）（体育テクニカルアドバイザー） 日高 剣斗 ひだか けんと（体育ＴＴ） 

指 導 助 手(前期課程) 磯野 孝子 いその たかこ（算数） 中山 登惠 なかやま としえ（算数） 

講 師 (後期課程) 新間 竹彦 しんま たけひこ（数学・理科） 鍋島 久美 なべしま くみ（数学） 

 ジョーダン・ブラディック（英語 ALT） 田地 彰 たじ あきら（美術） 

 東郷  親 とうごう ちかし（技術） （講師未定）    （家庭） 

 鯖江 真希 さばえ まき（体育ＴＴ） 橋本 瑛司 はしもと えいじ（体育ＴＴ） 

 山本 章太 やまもと しょうた（体育ＴＴ）  

図書館ｽﾀｯﾌ 黒崎 彩乃 くろさき あやの 保延 亜美 ほのべ あみ チャン・あかね 

交通指導員 吉永 恭彬 よしなが やすあきら 伊藤 久美子 いとう くみこ 

 岩沢 敏江 いわさわ としえ 大里 春男  おおさと はるお 

 加藤 勝子 かとう かつこ 久保 智男  くぼ ともお 

 森 啓之助 もり けいのすけ  

施設監理員 松尾 吉三 まつお よしぞう 古屋 幸男  ふるや ゆきお 

 石川 一美 いしかわ かずみ 上蓑 美博  うわみの よしひろ 

 秋吉 昭彦 あきよし あきひこ 有光 龍彦  ありみつ たつひこ 

すまいるスクール 山田 友紀 やまだ ゆき 秋山 昌子  あきやま しょうこ 

 鹿間 喜恵子 しかま きえこ 矢島 一夫  やじま かずお 
 ※小学館集英社プロダクションスタッフ 

給食調理委託 葉隠勇進（株）  

清掃業務委託 （株）オリエントサービス  

環境検査委託 日本環境マネジメント（株）  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
６日(木) 始業式 

７日(金) 入学式、後期課程始業式(7) 

１０日(月) 全校朝礼 給食開始 ４時間授業 

１０日(月) １年生を迎える会 保護者会  

１１日(火) 歯科検診(8,9) 聴力検査(2,5) 

１７日(月) 対面式(5-9)  

１２日(水) ４時間授業 尿検１次 

進級写真撮影(2-6) 

１３日(木) 眼科検診(7-9) 聴力検査(1,3) 

１７日(月) 地域訪問① 

１４日(金) 歯科検診(5-7) 地域訪問② 

１５日(土) 土曜授業、避難訓練 

ＰＴＡ役員会全体会 

１７日(月) 1-6,7-9朝会 交通安全教室(1) 

１７日(月) 視力検査(7-9) 聴力検査(7,9) 内科検診(3,4)  

１７日(月) 専門・中央委員会 

 

 

１８日(火) 全国学力調査(6,9) 

地域訪問③ 

１９日(水) 区学力定着度調査(2-9) 

２０日(木) 身体測定(7-9)、内科検診(5-7) 

自転車教室(3,4) クラブ (4-6) 

１７日(月) 個人写真撮影(5-9) 

２１日(金) 発育測定(1-6) 身体計測(7-9) 

２４日(月) 1-4,児童生徒朝会 内科検診(1,2)  

２５日(火) 耳鼻科検診(7-9) 

      部活動保護者説明会 

２６日(水) 歯科検診(1-4) 内科検診(8,9) 

２７日(木) 心臓検診(1,7,他) 

２８日(金) 離任式(2-9) 

✿４月の行事予定✿ 

 


