
 

 

習志野市立津田沼小学校                   令和４年４月６日 

             ４ 月 号 

学校だより 
 

にこにこ きらきら もりもり 津小っ子１５０ 

校長 笹生 康世    

 

希望にあふれる春を迎え，令和４年度がスタートしました。新たに津田沼小学 

校に転入した職員１６名とともに，全ての教職員が，子供たちのために力を合わ 

せて教育活動を行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津田沼小学校は，明治６年に菊田学校として創設されて以来，大勢の卒業生に 

見守られ歴史と伝統を築き，今年度は創立１５０年目を迎えます。 

長い歴史の中で育まれた子供たちの姿は，規律正しく，ねばり強く，そして， 

友達に優しい。『さすが津小っ子』と言われる姿が受け継がれています。 

創立１５０年目迎える津田沼小学校と津小っ子を，もっとパワーアップする 

ために，昨年度の学校評価の反省を生かし，次のことを大切にしていきます。 

◯思いやりのある子ども（にこにこ）先にしよう明るくにこやかなあいさつ 

◯考える子ども（きらきら）しっかりと予習復習 家庭学習 

◯たくましい子ども（もりもり）病気やけがを防いで気持ちよい毎日 

 

津田沼小学校が「子供たちが笑顔で学び，夢を抱いて育っていく場所」である 

ために，子供たちに尊敬され，保護者に信頼され，地域の方に期待される教職員 

の育成に努めてまいります。 

 

津田沼小学校１５０ページ目も，子供たちと教職員と保護者と地域の方と一緒 

につくる魅力あふれる学校を目指します。 

 

 

 

 

 

【学校教育目標】 心豊かに たくましく生きぬく児童の育成  

〜心・知・体のバランスをもった子ども〜 

にこにこ きらきら もりもり の津小っ子 
思いやりのある子    考える子      たくましい子  



 

 
〈令和４年度 津田沼小学校教職員〉 

【校長】笹生 康世  【教頭】渡辺 雅和 【教務主任】 岩田 桂祐 

◎ 学年主任 

 １組 ２組 ３組 ４組 

５組 田村 奈緒美 ◎尾畑 茂男 五十嵐 寿代  

６組 小幡 果菜子 ◎濱舘 由香   

１年 
髙橋 彩美，小嶋 啓太，大島 実央 

※1 年生の担任発表は入学式で行います。（３クラス） 

 ２年 ◎小林 由紀子 渡辺 諒平 五日市 さや 植草  勲 

３年 石井 皐太 ◎髙田  聡 岡野 実穂  

４年 ◎矢部 翔太郎 稲田 龍之介 田中 もえか  

５年 村松 由季代 北本 陸 ◎金井 達也  

６年 橋本 淳一 西村 祐紀 ◎藤平 隆信  

  【音楽専科】髙橋  祥子     【家庭科・書写専科】田中 早苗  【養護教諭】木場 雅子 

【栄養教諭】高橋 さゆり    【事務長】橋爪  洋子   【学校事務補助】富田 町子  

【技労士】 矢代 美香子    【初任者指導】村山  幸子・吉峯  澄子  

【学校司書】 田邊 美香    【スクールカウンセラー】 伊藤  麻理沙  【育児休業】 佐々木希美  

【支援員】 廣瀬 智子・江川 純子・田中 幾子・小笹 桃子 【休職】市江優実  

山崎 智美・関 真由美・石川 由紀子  

  今後，【英語専科】【ALT】が決まりましたら，お知らせいたします。 

以上のメンバーで頑張ります。よろしくお願いいたします。  

～特別支援教育コーディネーターの紹介～ 
   本校の特別支援教育コーディネーターは教頭  渡辺雅和，教諭  尾畑茂男，教諭  濱舘由香，

教諭  西村祐紀，養護教諭  木場雅子の５名です。お子さんの発達や就学，学習や生活上の特

別な配慮（合理的配慮）等についての御相談は特別支援教育コーディネーターまでお願いします。 

 

 

 

 

   学校への欠席・遅刻等の連絡は昨年度に引き続き，なるべくメールまたは FAX

でいただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。 

また，電話での学校への問い合わせは，午前７時３０分から午後６時までの間でお願いいたしま

す。この時間帯以外は，留守設定となっております。 

      

   

 

 

 

 

 

新年度のスタート ～進級の喜びにあふれる子供たち～ 

学校への連絡について（お願い） 

メールアドレス：tusyo@nkc.city.narashino.chiba.jp 

電話番号：０４７－４５４－１３２６   FAX：０４７－４５４－１３２７  

 



 

  

～学校連絡メールについて～  

本校では，保護者の皆様への緊急連絡の手段として，学校連絡メールサービス

を取り入れており，昨年度はコロナウイルス感染拡大防止に伴う連絡や学校行事

の変更，暴風雨時の下校等の対応などで頻繁に連絡メールを使用してまいりまし

た。保護者の皆様に迅速で確実な情報提供が図れますよう努めてまいります。こ

のシステム活用に際し，保護者の方による登録作業が必要となります。新１年生

や昨年度登録がお済みでない方，現在メール受信ができない状態の方，４月転入

の方は，テストメール配信日までに登録をお願いします。なお，メール登録の方法等でお困りの方

は，担任まで御連絡ください。「保護者登録のマニュアル」をお渡しします。 

 テストメール配信日 ４月１３日（水）  

～就学援助制度について～  

習志野市では，習志野市立小・中学校に就学するお子さんが安心して教育を受けられるよう，経済

的な理由でお困りの方に，学校生活を支援する「就学援助」を行っています。学用品・通学用品・校

外活動費・給食費・セカンドスクール食事代などを援助します。 

就学援助を御希望の方は，事務室に用意してある申請書を御利用ください。 

1. 継続の場合も１年毎に提出していただきます。 

2. 申請書に必要事項を記入・押印します。  

3. 申請理由を証明する書類を添付して，学校へ提出します。 

● 申請は随時受け付けていますが，年度当初からの援助を希望する方は，４月中旬までに学校へ

提出してください。 

● 申請の結果は，学校を通じてお知らせします。 

１ 金 学年始め休業（４月５日まで） 16 土  

２ 土  17 日  

３ 日  18 月 
１～６年発育測定 

スクールカウンセラー来校日 

４ 月  19 火 
習教研（給食あり 完全下校 14:15） 
６年全国学力学習状況調査  １・５年耳鼻科検診 

５ 火  20 水 
尿検査  こんにちは業間体育 

きぼう号来校  

６ 水 
着任式・始業式 完全下校 11：35 
きぼう号来校 

21 木 ５組，４・６年歯科検診 

７ 木 短縮日課    完全下校 11：45 22 金 避難訓練 

８ 金 
短縮日課（ 2 年～ 4 年完全下校  11： 05）       
入学式前日準備（５・６年：完全下校  12:25） 

23 土  

９ 土  24 日  

10 日  25 月 避難訓練予備日 

11 月 入学式（２～ 6 年生は臨時休業とし，登校しません） 26 火 なかよしグループ顔合わせ 

12 火 
２～６年給食開始 ４・６年視力検査 
５・６年委員会活動 

27 水 １・３・５年眼科検診 

13 水 
２年視力聴力検査 

清掃班交代日  
28 木  

14 木 
学級懇談会（２～６年  完全下校 13:15）  

５組・１年視力聴力検査 
29 金 昭和の日 

15 金 
１年給食開始  
３・５年視力検査 

30 土  

４月の行事予定 卯月（うずき） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554039384/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tYXRvbWUubmF2ZXIuanAvb2RhaS8yMTQ2Njk0OTM3MjE1MjUzNzAxLzIxNDY2OTQ5NzUyMTU2OTgzMDM-/RS=%5eADBdbs4PdS0Lqadx7fIT2p39Ad.A7w-;_ylt=A2RCL6fYcJ9cjx8AWxmU3uV7


 

 

 

 

今年度，津田沼小学校に着任した教員を紹介いたします。１年間，どうぞよろしくお願い 

いたします。 

教頭  

渡辺 雅和 

「思い立ったが吉日 」

「善は急げ」せっかちとも

思われがちですが，よく考

え即実行を目指します。 

 

６組（２） 

濱舘 由香 

谷津南小学校から来ま

した，「はまだて ゆか」で

す。鬼ごっこやドッジボー

ルなど，体を動かすことが

大好きです。 

 

１年 

髙橋 彩美 

谷津小学校から来まし

た，「たかはし あやみ」で

す。好きな教科は体育で

す。津田沼小は初めてで

すが，皆と楽しく過ごした

いです。 

２年３組  

五日市 さや 

４月から新任で津田沼

小学校に来ました。皆さ

んと一緒に勉強や運動が

できるのを楽しみにしてい

ました。笑顔あふれる楽し

い学校生活にしましょう。 

３年１組  

石井 皐太 

 「いしい こうた」と申しま

す。津田沼小学校の皆さ

んと元気いっぱいに過ご

したいと思います。１年

間，とても楽しみにしてい

ます。 

４年１組  

矢部 翔太朗 

 伝統ある津田沼小学校

に着任することができて

嬉しいです。明るく元気い

っぱいな子供たちと一緒

に「にこにこ・きらきら・もり

もり」がんばっていきます。 

 

４年２組  

稲田 龍之介 

 大学より新卒で参りまし

た「いなだ  りゅうのすけ」

と申します。教員として初

めての学校が，歴史ある

津田沼小ということで嬉し

く思うと共に，一所懸命責

務を全うします。 

５年２組  

北本 陸 

静岡県から転任してき

ました。津田沼小学校の

子供たちとこれからたくさ

ん思い出を作りたいと思

っています。 

６年１組  

橋本 淳一 

この度，浦安市から転

任してきました「はしもと 

じゅんいち」と申します。

「にこにこ・きらきら・もりも

り」の津小っ子たちに負け

ないくらい，元気いっぱい

頑張ります。 

６年２組  

西村 祐紀 

この春，船橋市の小学

校より着任しました。子供

たちに寄り添い，学校生

活を全力でサポートしてい

きます。 

 

 

家庭科・書写専科  

田中 早苗 

初めまして！たなかさな

えです。１～３年生の書写

と５，６年生の家庭科を担

当します。津田沼小は初

めてなので，いろいろ教え

てくださいね。 

 

栄養教諭  

髙橋 さゆり 

習志野市の出身です。

津田沼小の子供たちに美

味しい食の記憶が残るよ

うな給食を作っていきたい

と思います。 

 

 

勤務日の関係で紹介できなかった職員につきましては，５月号で紹介いたします。 


