
 

  

 

 

 

 

 

自分らしさが見つかる学校 
校長 西尾 克人 

 拝島第一小学校としてしては、１４１年目にあたる
平成２９年度がスタートしました。今年度で増築が
終わり、ハード面が整備されました。よりよい
教育活動を、さらに発信していきます。保護者
の皆様、地域の皆様の大きなお力添えが必要で
す。何とぞ、ご理解とご協力をお願いいたしま
す。 

 人それぞれ
に、自分の得意なこと、好きなことをもっています。
特に、子供に様々な経験をつませ、自分らしさを
見つけ、それを表現できる学校でありたいと思いま
す。そして、夢や願いに一歩でも近づける学校にし
たいと思います。 
 まず、学力の定着では、最低限の学力を付
け、夢や願いを咲かせるための学校づくりを
進めます。ユニバーサルデザインの授業づく
りに力を入れます。また、語彙力の向上のた
めの方策、繰り返し指導にも取り組みます。 
 次に、豊かな心の醸成として、夢や願いを支

える心の育ちを保障する学校づくりをして
いきます。子供が和やかに学校生活を過ご
せるように、ふわふわ言葉やなかよし班、
日本の伝統文化等の本物体験に力を入れま
す。 
 最後に、体力の向上・健康の保持増進で
は、夢・願いを広げる体力や健康の増進を保
障できる学校づくりに努めていきます。そ
のため、「拝一ピック」、「いきいきカー
ド」「ノーメディアデー」の取組に力を入
れていきます。 
 平成 29年度も「多くの子供の笑顔がみた
い」と、私は思っています。そのために、子
供たちに、「自分らしさ、自分の可能性は何
か」と、メッセージを送り続ける 1年であり
たいと思います。子供が未来に向かって自分
の夢や願いを少しでも咲かせることができ
るように、粘り強く、よりよい教育活動に取
り組んでいきます。 
 

         拝島一小だより   

                         平成２９年４月６日           
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誰もが、得意なこと・好きな

ことをもっている。 

子供の自分らしさを見つけ、 

伸ばす学校でありたい。 

自分らしさを素直に 

表現できる学校でありたい。 

 と思うのです。 

豊かな心の醸成 
夢・願いを支える心の育ちを 
       保障できる学校 
 

・心和やかにふわふわ言葉であ

ふれる学校 

・なかよし班などの仲間体験の

充実       など 

確かな学力の定着と向上 

夢・願いを咲かせる学びを 

       保障できる学校 

 

・「わかった」と子供が自覚

できる「ユニバーサルデザイ

ンの授業」づくり 

・俳句作り・詩の暗唱等によ

る語彙力の向上 

・サポート教室等による基礎

基本の繰り返し指導 など 

体力向上・健康の増進 
夢・願いを広げる体力や健
康の増進を 
      保障できる学校 
 

・拝一ピックなど、継続的

な体力向上させる学校 

・いきいきカード、ノーメ

ディアの取組の推進 



 

平成２９年度  昭島市立拝島第一小学校 教職員組織表と異動一覧 
【教員組織】 

校   長  西尾  克人  ４年１組  

新人育成  

窪田  祐子  巡回指導員  木村  正幸  学習支援員 青木  浩介  

副  校  長  鵜川  雅行  中野  博方  巡回指導員  野﨑  恵理  図書支援員 二科智佳子  

主 幹  算 数 少 人 数  馬場健太郎  ４年２組  鈴木裕美子  巡回指導員  濱口  恵美  図書支援員 高橋  喜美  

主 幹  ５年２組  見米  葉記  ４年３組  田澤  直子  巡回指導員  土田  菜穂  事務職員  有井  芳美  

１年１組  大澤由紀子  ５年１組  石鍋  雅也  巡回指導員  柴田  大揮  事務職員  秋山  和良  

１年２組  岡田英里香  ５年３組  菊地  佑典  巡回指導員  馬籠  拓也  事務職員  迫  恵利子  

１年３組  三上   結  ６年１組  津山  稚恵  特別支援専門員  齋藤  恵子  用務主事  小島  正人  

１年４組  小野寺裕子  ６年２組  山田  真弘  ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 笠利  まな  用務主事  井上  和亮  

２年１組  滝澤  一弥  ６年３組  木村  勇大  外国語講師 マイク･トンプソン 給食配置員 石川  妙子  

２年２組  徳増  智子  音   楽  山本   藍  時間講師  池田美穂子  給食配置員 橋田  晴代  

２年３組  土田  征宏  図   工  山崎  由佳  時間講師  中村  理奈  給食配置員 河野  千明  

２年４組  佐藤  陽子  理   科  佐々木絵理  学習支援員 大澤  眞弓  管  理  員  石坂  政晶  

３年１組  那須由香里  養護教諭  中村  朱実  学習支援員 熊谷  春江  管  理  員  中島  祥隆  

３年２組  蒲生  友作  非常勤教員 岡本  裕行  学習支援員 中島  尚子  管  理  員  北野  靖弘  

３年３組  川島  圭太  病気療養中  福島  良太  学習支援員 諸伏   初音  管  理  員  杉浦  新吾  
 

【異動された先生方・職員のみなさん】 

村上  加奈  先生  練馬区立北原小学校へ     山本裕紀子さん  昭島市立東小学校へ  
黒澤  洋達  先生  大田区立高畑小学校へ     野島  信雄さん  昭島市立拝島中学校へ  

 岡﨑   拓  先生  福井県公立小学校へ      守屋  明子さん  昭島市立拝島中学校へ  
 阿部  靖子  先生  小平市立小平十三小学校へ     
 坂井沙央里  先生  多摩市立聖ヶ丘小学校へ      

竹迫  恵美  先生  鹿児島県公立小学校へ       
 
【新しく転入された先生方・職員のみなさん】 

那須由香里  先生  府中市立小柳小学校より    三上   結  先生  育児休業から復帰しました  
 石鍋  雅也  先生  日野市立日野第三小学校より  有井  芳美  さん  昭島市立拝島中学校より  
 山崎  由佳  先生  八王子市立宮上小学校より   秋山  和良  さん  昭島市立つつじが丘小学校より  
 山本   藍  先生  新規採用            河野  千明  さん  昭島市立清泉中学校より  

窪田  祐子  先生  新規採用             
中野  博方  先生  昭島市立光華小学校より  

４月の生活目標「チャイムの合図を守ろう」 

４ 月 の 行 事 予 定 
６日（木）始業式・入学式 
   ３～５年生  9:30 頃 下校 
     ２・６年生 11:30 頃 下校 
７日（金）安全指導 ※短縮時程４時間 

１０日（月）対面式 給食始（２～６年） 
身体計測・視力検査（全学年） 

      聴力検査（２・３・５年） 
１２日（水）避難訓練  

尿検査一次回収 
保護者会５・６年 14：00～ 

１３日（木）市学力調査（４年） 
保護者会１・２年 14：00～ 

１４日（金）給食練習（１年） 
      歯科検診（３～６年） 

保護者会３・４年 14：00～ 
※３月の通知通り 3･4 年生の保護者会は変更になりました！ 

 

１７日（月）全校朝会 委員会活動（発足） 
１８日（火）全国学力学習状況調査（６年） 
      聴力検査（１年） 給食始（１年） 
      家庭訪問 始（１年） 
１９日（水）交通安全教室（１・２年） 
２０日（木）委員長挨拶集会  
２１日（金）心電図検査（１年） 
２４日（月）ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 消防写生会（２年） 
２５日（火）１年生を迎える会  

家庭訪問 終（１年） 
２６日（水）歯科健診（１・２年） 
２７日（木）児童集会 
２８日（金）離任式 
２９日（土）昭 和 の 日   
１日（月）登校指導① 安全指導 ※水曜特別時程 
２日（火）登校指導②  引き渡し訓練 


