
 

  

 

 

 

 

 

笑顔をいっぱい、夢いっぱい、「学ぼう」ともに拝一小 
校長 西尾 克人 

 拝島第一小学校としてしては、１４2
年目にあたる平成３０年度がスタート
しました。今年度１９学級、６４９
人での始業式が終わりました。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。 

 笑顔がいっぱいで、子供の夢や願いがいっ
ぱいの学校づくりに取り組んでいきます。 
 まず、学力の定着では、「学力は、学校が
提供できる最大の商品である」と胸に刻み、
言語力の向上に取り組み、読む力、書く力、
語彙力など定着させていきたいと思います。 
 次に、豊かな心の醸成として、「豊かな心は、
学校が提供する、幸福な人生を切り拓く源で
ある」と肝に銘じていきます。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仲間・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、「体力・健康の保持増進 は、学校が
提供する生きる活力である」 と考えてい
ます。そのため、「拝一ピッ ク」などで
体力の向上をめざし、「いき いきカー
ド」「ノーメディアデー」の 取組に力を
入れ、健康の保持増進に努め ていきま
す。 
 平成３０年度も、子供たち 一人一人の
「自分らしさ」を大事にして いきます。

そのためには、子供たちの笑顔を守るため、
子供の安全・人権に配慮し、教育活動を進め
ていこうと思っています。 
 
 小学校時代は、子供が未来に向かって多くの
花が咲かせることができるように、今は根気よく多
くの種をまいている時期だと思いながら、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３０年４月６日           

昭島市立拝島第一小学校    校長 西尾 克人 

「世界を変えるために、今日何をします

か？」 

問いに、私は「拝一小の子供たちの笑顔」

を思い出し、「笑顔で一つになれる」と実

感しています。なお一層、「笑顔でいっぱ

い」の学校を目指したいと思います。 

 

確かな学力の定着と向上 
「拝一小のやる気っ子」

を育てていきます。 

・全ての学力の基礎である「言
語力」の向上 

・サポート教室等による個に応
じた指導の充実 

・朝学習・授業の導入等の帯の
時間に基礎・基本の計算技能
定着       など 

豊かな心の醸成 
 「拝一小の勇気っ子」を育
てていきます。 
 

・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  

体力向上・健康の増進 
 「拝一小の元気っ子」を育
てていきます。 

・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  など 



 

平成３０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  小林みゆき  巡回指導員  木村  正幸  図書支援員 二科智佳子  

副  校  長  府金  博之  ４年２組  蒲生  友作  巡回指導員  野﨑  恵理  図書支援員 高橋  喜美  

主 幹  ３年１組  馬場健太郎  ４年３組  津山  稚恵  巡回指導員  土田  菜穂  事務職員  有井  芳美  

主 幹  ６年２組  見米  葉記  ５年１組  木村  勇大  巡回指導員  柴田  大揮  事務職員  秋山  和良  

主 幹  算 数 少 人 数  田澤  直子  ５年２組  楠本  純士  巡回指導員  馬籠  拓也  事務職員  河村比呂子  

１年１組  那須由香里  ５年３組  川島  圭太  巡回指導員  黒田  瑠美  用務主事  加藤  忠義  

１年２組  大澤由紀子  ６年１組  石鍋  雅也  巡回指導員  平井しのぶ  用務主事  井上  和亮  

１年３組  小野寺裕子  ６年３組  菊地  佑典  外国語講師 マイク･トンプソン 給食配置員 河野  千明  

２年１組  芳沢  拓郎  音   楽  山本   藍  時間講師  中村  理奈  給食配置員 野田  則子  

２年２組  福島  良太  図   工  山崎  由佳  学習支援員 大澤  眞弓  給食配置員 佐々木実千代  

２年３組  三上   結  理科・図書  窪田  祐子  学習支援員 熊谷  春江  管  理  員  石坂  政晶  

２年４組  徳増  智子  養護教諭  中村  朱実  学習支援員 中島  尚子  管  理  員  中島  祥隆  

３年２組  佐々木絵理  特別 支援 専門 員  齋藤  恵子  学習支援員 諸伏   初音  管  理  員  北野  靖弘  

３年３組  猪野  郁也  ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 笠利  まな  学習支援員 青木  浩介  管  理  員  池田   正  
 

【異動された先生方・職員のみなさん】 

鵜川  雅行  先生  昭島市立成隣小学校へ     岡本  裕行  先生  ご退職・引き続き時間講師  
鈴木裕美子  先生  八王子市立第四小学校へ    大沼  文恵  先生  ご退職  
土田  征宏  先生  国分寺市立第四小学校へ    小島  正人  さん  昭島市立つつじが丘小学校へ  

 滝澤  一弥  先生  荒川区立第三瑞光小学校へ   石川  妙子  さん  昭島市立拝島中学校へ  
 山田  真弘  先生  立川市立大山小学校へ     橋田  晴代  さん  昭島市立中神小学校へ  
 中野  博方  先生  昭島市立つつじが丘小学校へ   
 
【新しく転入された先生方・職員のみなさん】 

府金  博之  先生  八王子市立美山小学校より  加藤  忠義さん   昭島市立拝島第二小学校  
小林みゆき  先生  日野市立第四小学校より   野田  則子さん   昭島市立拝島第三学校より  

 楠本  純士  先生  青梅市立吹上小学校より   佐々木実千代さん  昭島市立拝島中学校より  
 猪野  郁也  先生  昭島市立拝島第三小学校より    
 

 

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

１０日（火）給食始（２～６年）尿検査配布 
保護者会５・６年 14：00～ 

１１日（水）避難訓練  尿検査一次回収 
保護者会１・２年 14：00～ 

１２日（木）市学力調査（４年） 
保護者会３・４年 14：00～ 

１３日（金）身体計測・視力（全学年） 
      聴力（２・３・５年） 
１６日（月）対面式 委員会活動（発足） 

給食練習（１年） 
１７日（火）全国学力学習状況調査（６年） 
      家庭訪問 始（１年） 
 

１８日（水）歯科健診（４～６年） 
      １年生 給食（始）※特別時程 
１９日（木）委員長挨拶集会  

心電図検査（１年） 
２０日（金）消防写生会（２年） 
２３日（月）ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ 
２４日（火）１年生を迎える会  

家庭訪問 終（１年） 
２５日（水）聴力（１年）   ※特別時程 
２６日（木）児童集会 
２７日（金）離任式 
２９日（土）昭 和 の 日   
１日（火）登校指導① 安全指導 ※特別時程 
２日（水）登校指導②  引き渡し訓練 

※特別時程 


