
 

 

 

 

 

 

 

事実（知識）も変化する現代社会を、生き抜く子供を育てる！ 
校長 西尾 克人 

 サクラの中、入学した１年生が対面式で拝一
小の仲間になったのは、４月１０日でした。「よ
ろしく、お願いします」と大きな声であいさつ
ができた１年生、立派でした。 
 ４月１０日には、拝一小の１０ある委員会の
委員長の６年生が、真っ直ぐ前を向き、「拝一

小をよりよくしていく」とそれぞれの委員会で
行うことと決意を述べる姿、頼もしく思いまし
た。 

 他にも、それぞれの学年がそれぞれ
の決意を胸に過ごした４月になり、う
れしく思っています。 
 この姿は、今もこれからも大事にし
ていきたい子供たちの姿です。 
 一方、研究や時代の流れとともに変

化していく新しい知識・事実がありま
す。 

 最先端の研究によって社会が変化して
いくように、右記のように事実（知識）も
変化していくのです。 
 知識を覚えることも大事なことですが、
変化が激しい現代社会の中で子供たち一
人一人が、よりよい社会と幸福な人生の創り
手となっていけるように成長させることが、重
要であると思うのです。 

 そのためには、問題

や課題に対して、自分
で解決方法を考え、友
達と対話しながら、問題
や課題を解決する学習
を拝島第一小学校で
は、実践していきたい
と思います。 
 このような学習を
成立するためには、チ
ャレンジ精神が高い
子供を育てなければなりません。左記のグラフは、「生活体験」や「地域行事での体験」

などが多い子供は、自立したチャレンジ精神（自立的行動の促進）が高いことを表してい
ます。だからこそ、家庭と地域と一体となりながら子供を育てていきたいと、決意を新たにしたこの
４月でした。 

         拝島一小だより   

                         平成２９年４月２８日           

昭島市立拝島第一小学校    校長 西尾 克人 

対面式での立派な１年生の姿  

６年生の委員長の頼もしい姿  

変化していこうとしている、またはした知識  

（パラダイムシフト）  

・聖徳太子か、厩戸王（うまやどのおう）か  

・鎌倉幕府の成立は、1192 年ではなく 1185 年か 

・太陽の惑星に、冥王星は入らない  

・「ら抜き言葉」は、認められるのではないか  

などなど 

青少年の体験活動等に関する実態調査（平成 26 年度調査報告書） 

対面式の立派な 1 年生の姿 

委員長になった頼もしい６年生の姿 



 

５ 月 の 行 事 予 定 
１日（月）登校指導① 安全指導  ※水曜特別時程  １９日（金）※お弁当の日 いきいきカード(終) 
２日（火）登校指導② 引き渡し訓練(５校時) ２０日（土）学校公開(４時間授業)  
３日（水）憲 法 記 念 日        ２２日（月）拝一ピック クラブ活動 
４日（木）み ど り の 日              交通安全教室(３年) 
５日（金）こ ど も の 日              教育実習（始） 
８日（月）全校朝会 クラブ発足        ２３日（火）眼科検診（４～６年）                        
９日（火）尿検査二次回収 なかよし班活動  ２４日（水）遠足（１年生） 

１０日（水）全学年４時間授業         ２５日（木）児童集会 交通安全教室(4～6年) 
１１日（木）児童集会 内科検診（２・３年）  ２６日（金）眼科検診（１～３年）観劇(6年) 
      ６年移動教室説明会 14:45～    ２９日（月）全校朝会 クラブ活動 
１２日（金）内科検診（１・４年）遠足(２年生)         ザッツフラワーガーデン 
１５日（月）ミニコンサート 委員会活動 いきいきカード(始)  ３０日（火）多摩川探検（４年） 
１７日（水) 耳鼻科健診（全学年）       ３１日（水）昭島チャレンジデー 
１８日（木）児童集会 内科検診(５・６年)      
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５月の生活目標「交通ルールを守ろう」 

引き渡し訓練・ＳＮＳについて 

生活指導主幹 見米 葉記 

５月２日(火)に有事を想定した状況での引

き渡し訓練を行います。積極的な参加をお願

いいたします。SNS のトラブルが社会問題化

しています。今年度は「SNS 東京ノート」に

学校全体で取り組みます。子供がスマホを持

つという場合には、利用に関する家庭でのル

ールづくりが必要です。最近のルールでおす

すめなのが、「家庭にいるときはリビングで

使う」というものです。子供がどんな表情で

使っているか、表情による感情を知ることが

できます。ため息などが続けば声をかけるこ

とができ、悩みの発見につながります。是非

お子さんと話し合ってみてください。 

全国学力学習状況調査を終えて 

６年担任 津山 稚恵 

 4 月 18 日（火）に 6 年生は、文部科学省が

実施している全国学力・学習状況調査を行いま

した。この調査は、児童の学力や学習状況を把

握・分析し、教育の成果と課題を検証して、そ

の改善に役立てることを目的としています。内

容は「知識」と「活用」に関する国語と算数の

学力調査と、生活習慣や学習環境に関する質問

紙調査です。５年生までの既習事項からの出題

でしたが、難しい問題もありました。しかし最

後まであきらめず、皆頑張って取り組んでいま

した。調査の結果は、個人票にして２学期以降

お渡しします。 

 

１年生を迎える会 

１年担任 大澤 由紀子 

 ４月２５日(火)、１年生を迎える会が行わ

れました。６年生のお兄さんお姉さんに手を

つないでもらって花のアーチをくぐり体育館

に入場した１年生は、在校生に見守られてう

れしそうでした。会の中では２・３・４年生

がお祝いの言葉や出し物を披露してくれて楽

しみました。５年生には手作りのすごろくを

プレゼントしてもらいました。雨の日に楽し

めると思います。１年生は、お礼の言葉と「1

年生になったら」の歌を元気よく披露しまし

た。終わった後、１年生は口々に「楽しかっ

た！」と話していました。これですっかり拝

島第一小学校の仲間入りです。 

消防写生会 

２年担任 佐藤 陽子 

４月２４日(月)、昭島消防署にご協力いた

だき、２年生で消防写生会を行いました。 

 救急車とポンプ車の２台を間近にし、子

供たちはその迫力に目をきらきらさせなが

ら一生懸命描いていました。車に様々な装

置が付き、複雑な仕組みになっていること

を知ったり、働く消防士の方たちと触れ合

ったりすることもできました。写生会を通

して子供たちは、多くの工夫や働く方たち

のおかげで地域の安全が守られているとい

うことも感じたようです。とてもよい体験

になりました。これから絵の仕上げをして

いきますが完成が楽しみです。 

  

お詫び：４月号の職員欄に誤りがありました。配置員「濱中  千鶴」さんではなく「橋田  晴代」
さんの間違いでした。お詫びして訂正いたします。  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

転任された先生方・職員の皆様からのメッセージ特集 
 

拝島第一小学校で過ごした６年間は忘れられない思い出です。私が教師になって

初めての学校が、拝島第一小学校でした。保護者・地域の皆さん、先生方、子供た

ちには多くのことを学ばせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。また、６年

間、元気でかわいい子供たちが成長する姿を近くで見守れたことは、宝物です。暖

かく見守ってくださった保護者・地域の皆さん本当にありがとうございました。 

１年４組 担任 村上 加奈 

 

１年間、拝島第一小学校でお世話になりました。拝一小での１年間はあっと言う

間でしたが、私にとってかけがえのない大切な思い出となりました。拝一小の皆さ

んと一緒に過ごした日々を、今でもよく覚えています。私は現在、初めての土地で

初心者として新たな一歩を踏み出しました。拝一小で学んだ一つ一つのことを最大

限に生かしながら、周りに対する感謝の気持ちを忘れず、決して揺るがない自分だ

けの個性をもち、これから頑張っていきます。今まで大変お世話になりました。あ

りがとうございました。 

２年 2 組 担任 黒澤 洋達 

 

拝島第一小学校には 5 年間お世話になりました。教員生活の第一歩を、拝一の子

供たち、保護者の方々、地域の方々、先生方をはじめとする学校関係者の方々と過

ごせたことは、私にとってとても幸せな事でした。4 月からは違う学校で、拝一で

学んだ多くの事を生かし、楽しく、自分らしく取り組んでいきます。本当にありが

とうございました。 

６年２組 担任 岡﨑  拓 

 

在職中は、大変お世話になりました。育児休暇等を頂きましたが、着任してから

の８年間、大きく学校が変化した時に子供たちと共に過ごせた事をとても嬉しく思

います。拝島一小独自のミニコンサート、お囃子、ぶち合わせ太鼓はどれもとても

素晴らしいものです。生き生きとエネルギッシュに演奏する姿は、忘れることがで

きません。保護者の皆様、地域の方々には、いつも温かく見守って頂き、ご協力く

ださったことに、深く感謝しております。本当にありがとうございました。 

音楽専科 阿部 靖子 
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拝島一小では、４年間お世話になりました。拝島一小の子供たちはとても図工を

頑張る子が多く、自分の表したいものを素直に表現していて、楽しく一緒に図工を

することができました。４年間のうち２回も展覧会があり、子供たちの感動してい

る姿や「見るの楽しい」という声に嬉しく思いました。明るくて元気な拝島一小の

皆さん、世界で一つだけの作品をこれからもつくっていってください！ありがとう

ございました。 

                       図工専科 坂井沙央里 

 

 私は、3 年間拝島第一小学校でお世話になりました。優しくて笑顔がたえない子

供たちと、充実した日々を過ごすことができて、本当に幸せでした。私自身の教員

人生の始まりでもあったこの学校には、感謝の気持ちでいっぱいです。地元の鹿児

島でも、拝一小で学ばせていただいたたくさんのことを生かして、頑張っていきま

す！保護者の皆様には、いつも温かく支えていただき、心から感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。           

低学年音楽・図工専科 竹迫 恵美 

 

 拝島第一小学校では、わずか１年間ではありましたが本当に多くを学び、かけが

えのない時間を過ごさせていただきました。キラキラ輝く子供たちの姿が見える事

務室で、楽しくお仕事をすることができましたこと、心より感謝申し上げます。 

本当にありがとうございました。素直で元気な子供たちを包むこの豊かな環境がい

つまでも続きますように心から願っております。 

事務職員 山本裕紀子 

 

昨年４月に、富士見丘小学校から本校に赴任しました。臨時の事務職員としての

任用終了に伴い、わずか１年という短い期間での勤務でしたが、教職員や保護者の

皆様のご協力により、無事終わることができました。児童の皆さんには、勉強はも

ちろん、多くの友達をつくり学校生活を楽しんでください。  

 事務職員 野島 信雄 

 

「ごちそうさま。今日の給食、おいしかったです。」「お仕事ごくろうさまです。」

そんなかわいい声に励まされ、あっと言う間に一小での二年間が過ぎてしまいまし

た。この４月からは拝島中学校で働いています。一小の卒業生もいるので、制服姿

で少し大人なった子たちに、また和まされています。二年間お世話になり、本当に

ありがとうございました。 

      配置員 守屋 明子 

 

  


