
学校教育目標 自ら学ぶ子・やさしい子・元気な子 
 

 

             
令和３年４月８日 学校だより NO，１ 

 

            お子様のご入学・ご進級おめでとうございます           

                                    校長 庄司 政之 
 

 令和３年度、諏訪小学校は、新１年生１２１名を迎え、２６学級７２４名の児童が、希望と期待を持って力

強く第一歩を踏み出しました。教育目標は、「自ら学ぶ子」（知）「やさしい子」（徳）「元気な子」（体）

の達成を目指してまいります。また、昨年に引き続き次の二点を大切にした教育を推進していきたいと考えて

います。今年度も保護者の皆様のご理解ご協力をお願いします。 

① 「ひとりひとりを大切にすること」 
 ～ひとりひとりの個性を豊かに伸ばし、自分と他人を大切にする子を育てる。～ 

② 「凡事徹底」（ぼんじてってい） 
「凡事徹底」とは・・・何でもない当たり前のことを徹底的に行うこと、または、当た

り前のことを極めて他人の追随をゆるさないことなどを意味する。 
 ～何でもない当たり前のことを当たり前にできる子を育てる。～ 

令和３年度のスタートもこれまでと違い規制の多い中でのスタートになりましたが、一日も早く感染拡大が

収束に向い、普通に勉強したり、運動したり・・・「これまでの日常」を取り戻せるよう切に願っています。 

 昨年度に引き続き、コロナウイルス感染拡大防止につきましても慎重に対応して参りますので、ご協力をお

願いします。詳細につきましては、明日配付いたします「富士見市立諏訪小学校感染防止ガイドライン４月８

日～」をご覧ください。このガイドラインは、感染状況や国県の対応を踏まえ、随時改訂してお知らせいたし

ます。お手数ですが、必ずご確認ください。 

「未来を生き抜く人材育成」学力保障スクラム事業について 
 本校は、令和２年度より「未来を生き抜く人材育成」学力保障スクラム事業の実践校として、埼玉県教育 

委員会の指定を受けて、研究に取り組んでいます。また、この事業の指定を受けることで２名の加配教員を 

いただき、３年生以上の算数科を中心に習熟度別の学習やチームチィーチング、指導形態を工夫するなど児童 

の学力の向上に取り組みます。 

※「未来を生き抜く人材育成」学力保障「スクラム事業」とは・・・県内５校をモデルとして、学習へ躓 

きへの支援が有効とされる小学校４．５年生に対する学習支援や特別な教材作成など、教育的支援方 

法を研究・実践する埼玉県の事業のこと。 

 
『教育は信頼関係の上に成り立つ』 
令和２年度１月号に掲載した内容とほぼ同じ内容ですが、大切なことなので今年度最初の学校便りにも掲載

させていただきます。 

学校では、日々さまざまな教育活動が行われています。一人ひとりの子ども達が力を付け、成長していける

ように教師も褒めたり、叱ったりします。時には、家に帰ってきた子どもが不満に思っていることもあるかも

しれません。そんな時に、どのように対応するのが子どもにとって大事なのかを考えてください。子どもを信

じることは大事なことですが、すべて信じるのは危険ですし、子どもの前で担任の批判をすると、担任と子ど

もとの人間関係が崩れてしまうことがあります。教育は信頼関係の上に成り立ちます。担任と児童、担任と保

護者の信頼関係が築けるような対応をお願いします。加えて、担任の対応等について SNS 上で取り上げるな

どの行為は、絶対にしないでください。何かありましたら、直接学校にご相談ください。 



 
                

 

 ○学年主任 

転・退職者 転入・新採用者等 

１ 髙原 剛・教頭 

２ 古川 淳・教諭 

３ 麻生さおり・教諭 

４ 加藤 拓也・教諭 

５ 梅田 真実 ・教諭 

６ 萩原 諒・教諭  

７ 小泉 理一・教諭 

８ 齋藤 朋子・教諭 

９ 藤森 葉子・教諭 

１０ 水村 敏季・助教諭 

 

１１ 押切 渓介・教諭 

 

１２ 齊藤 愛美･ 助教諭 

１３ 金子沙也夏・助教諭 

１４ 岡野 健一・事務主幹 

 

１５ 林 美由紀・ 

すこやか支援員 

１６ 千種 薫子・学校司書 

 

１７ シーアン・ 

ウォークリー・フェイエル 

１８ 平原美智子・ 

理科支援員 

富士見市立東中へ 

富士見市立関沢小へ 

富士見市立南畑小へ 

所沢市立安松小へ 

富士見市立関沢小へ 

所沢市立所沢小へ 

富士見市立関沢小へ 

富士見市立勝瀬小へ 

富士見市立南畑小へ 

富士見市立 

ふじみ野小へ 

富士見市立 

みずほ台小へ 

富士見市立関沢小へ 

東松山市立高坂小へ 

ふじみ野市立 

   大井西中へ 

富士見市立水谷小へ 

 

富士見市立 

水谷東小へ 

 

富士見市立鶴瀬小へ 

退職 

１ 齋藤 智哉・教頭 

２ 小野寺由紀・教諭  

３ 仲野 身江・教諭  

４  相馬真奈美・教諭 

５  江原 彩瑛・教諭 

６  秋山 有菜・教諭 

７ 嶋田 茂雄・教諭 

８ 池田 桂子・教諭 

９  谷内 葉子・教諭 

１０  若林 侑汰・教諭 

１１  永田 健太・助教諭 

１２  見目 海人・教諭 

１３ 清水 咲希・助教諭 

１４  村上 順一・事務主幹 

１５ 高田朱里・ 

     すこやか支援員 

１６ 木曽 良子・ 

     学校司書 

１７ マイケル・マンキット 

   チャン 

１８ 大塚 里沙 

１９ 池原 恵・教諭 

 

２０ 吉田 ますみ・ 

       理科支援員 

富士見市立針ケ谷小より 

富士見市立水谷小より 

朝霞市立朝霞第八小より 

富士見市立関沢小より 

所沢市立牛沼小より 

新採用 

富士見市立ふじみ野小より 

富士見市立南畑小より 

富士見市立水谷東小より 

富士見市立みずほ台小より 

富士見市立勝瀬小より 

新採用 

川越市立仙波小より  

富士見市立鶴瀬小より 
 

富士見市立関沢小より 
 

富士見市立針ケ谷小より 
 

富士見市立つるせ台小より 

新採用 

育児休業より復帰 

 

新採用 

学 年 等 １組 ２組 ３組 ４組 担任外 

      

１年 畠山 加菜 菊地 真由 ○小野寺 由紀 清水 咲希 若手教員指導 

２年 木村 彩香 ○上野 由紀子 永田 健太 相馬 真奈美  今井 寛 

３年 江原 彩瑛 吉崎 仁美 ○柴﨑 幸広 吉田 麻佑 スクラム（3.4年

算数） 

間島 雅良 ４年 ○大木島 研 秋山 有菜 德竹 彩花 瀨川 裕貴 

５年 ○仲野 身江 工藤 大輝 都筑 真菜実 浅野 優美 
スクラム 5年算数 

岡本 光一 

６年 山室 佑太 ○進藤 史聖 鶴田 彩華 ＊＊＊＊＊＊＊ 
スクラム 6年算数 

 見目 海人 

特学級 
○小林 秀人 

  （知的） 

 池田 桂子 

  （自・情）  

 若林 侑汰 

（病・身・６年） 

通級（言語） 

  谷村 清美 

通級（発達） 

  加藤 晴美 

担任外 

教頭  

  齋藤 智哉 

音楽担当  

    佐藤 理絵 

４年書写６年図工  

    池原 恵 
３～５年英語 

谷内葉子 

AET  

マイケル・マンキ

ット・チャン 

主幹教諭  

  藤井 俊一 

養護教諭  

   工藤いずみ  

栄養教諭  

   澤田 佳祐  

初任者指導教員 

 嶋田 茂雄 

理科支援員 

 吉田 ますみ 

事務主幹 

 村上 順一 

すこやか支援員 

加藤 彰子 

（１．２年） 

すこやか支援員 

鈴木 藍子 

（なの花・３年） 

市事務・給食仕分員 

 尾藤 真由美 
スクールサポート 

スタッフ 

中里 友子 
基礎学力定着支援員 

上野 由佳子 

  （３．４年） 

すこやか支援員 

平松 説子 

（３年） 

すこやか支援員 

高田 朱里 

（なの花） 

給食仕分員 

 伊勢 真弓 

大塚 里沙 

校務員 

笠原 清和 

市川 美江子 

令和３年度担任等紹介 

令和３年度当初人事異動 


