
 

 

 

 

 

 

 

平らな心で登校し、明るい気持ちで下校する学校 

校長  石川 博朗  

正門わきの芝生広場にある藤棚やお大師様のフジの花が見事な花房をつけ、学校や屋並みに彩と

香を沿える季節となりました。新年度がスタートし、早くも５月、皐月を迎えます。学校は１学期

の教育活動を本格的に進めています。１年生を迎える会、学校探検、避難訓練など全校や異学年で

交流する活動も予定どおり行い、多くの子供たちが新しい学年や学級にうまく適応し、明るく柔ら

かな表情が目立ちます。一方、社会では新型コロナウイルス感染症の感染拡大により東京都には緊

急事態宣言が発出される状況にあり、学校や家庭、地域に不断の感染防止の取組が求められていま

す。本校でもこれまでの感染防止対策を強化するとともに、感染に繋がる危険が高い教育活動や学

校行事の見直しを余儀なくされています。子供たちの命を守るために、学校を感染の場にしないた

めに教職員一同、継続して努力してまいります。どうぞご協力ください。なお、具体的な対応につ

きましては後述してありますのでご参照ください。 

さて、学校生活は 634 人の子供たちと 50 名弱の教職員及び事務スタッフにより運営されていま

す。子供たちは、様々な学習との出会いや経験を通しては、多くの友達や異学年や教職員とふれあ

います。日々目を輝かせて学習に臨んだり笑顔満面に友達と活動したりする子供の姿を数多く見受

けるとともに、苦手な学習に困ったり友達と喧嘩したりする場面もあります。様々な経験を通して

子供たちはバランスよく社会性を身に付け豊かに伸びゆく存在ですので、よかったこと、頑張った

ことはしっかり認め称賛し、不安や心配なことは一緒に解決し励ますことが教職員の大切な関わり

の一つです。下校するときには、どの子も平らな気持ちで下校してほしいと思います。できれば、

翌日の学校生活を楽しみにする明るい気持ちを持たせたいと願います。もし平らな気持ちで下校で

きなかった時には、担任や担当からご連絡させていただきますのでご協力ください。また、下校後

のご家庭での子供たち様子で気になることがありましたらご連絡ください。一緒に対応していきま

しょう。 

私は、毎朝、正門に立って子供たちを出迎え、全員に「おはよう」の挨拶をし、検温してきたか

どうかを確認しています。子供の「測りました」、私の「どうもありがとう」の言葉から子供たち

と私の学校生活がスタートします。でも、時々、挨拶が辛かったり、検温を忘れて伏し目がちに登

校したりする子供がいます。本校では、昨年度から 1 時間目の授業の前に 10 分間の朝学習を行っ

ています。朝学習を進めながら、担任は、平らな気持ちで登校できなかった子供たちに丁寧に対応

しています。そんな取組のせいでしょうか、元気にあいさつし、しっかり挨拶できる子供が増えま

した。遅刻をしがちだった子供の人数もこれまでの５分の１、全校児童の 1 パーセントほどになり

ました。検温を忘れる子供も３パーセント以下になりました。きっとご家庭での声掛けやご協力が

あった故だとも思います。コロナ禍の下ですが、どうぞこれからも 

平らな気持ちで子供たちを学校に向かわせてください。そして、 

ご家庭で子供たちの明るい気持ちを聞いてあげてほしいと思います。 

今月もどうぞよろしくお願いします。 

≪今月の一句≫  月に遠くおぼゆる藤の色香哉  与謝蕪村 

         拝島一小だより   

                         令和３年４月 30 日           

昭島市立拝島第一小学校    校長  



 

新型コロナウイルス感染症の感染防止の取組について  

 

 緊急事態宣言が発出されている期間は、本校では次のような感染防止対策を進めていきます。どうぞ

ご協力ください。 

１．対策の趣意 

これまで以上の危機感を持って、感染症対策を一層徹底していきます。  

 

２．学校の授業運営 

感染防止対策を徹底しながら、授業を継続します。但し、今後の感染者や濃厚接触者、要検査者の

発生等の状況により、保健所の指示に従い、分散登校や時差登校、休校や学級閉鎖の措置を講じるこ

ともあります。 

 

３．児童に対する指導 

※基本的感染症予防策を徹底する。  

□３密の回避、正しい手洗い、咳エチケット（マスクの着用）  

□毎朝検温、健康観察（体調不良等の症状が見られる場合は無理せず休養）  

□登校時の健康チェック （登校前に検温を再確認） 

□教室等における密集の回避（児童同士の間隔を１ｍ以上確保）  

□30 分に１回以上換気 

□教室等の消毒、アルコールを含んだ消毒液の設置（校内環境の管理）  

□授業終了後は速やかに帰宅する。児童の学校内外における感染症対策の指導とともに、保護者の

皆様への周知を行う。 

□喫食の際、マスクは喫食直前に外し、喫食後は速やかにマスクを着用する。  

□児童が対面して喫食する形態を避け、会話はしない。  

□休憩時間は、大人数、大声、至近距離での会話はしない。  

 ＊放課後における感染症予防策及び生活指導の徹底  

□放課後は速やかに帰宅する。 

□不要不急の外出は避ける。（自宅学習後に外出しない。）  

 

４．学校行事などの教育活動  

※児童が学年を超えて全校で集まって行う行事、校外での活動、保護者が参集する活動は実施しない。 

□土曜授業は実施するが、保護者への公開は行わない。  

➡運動会は、10 月に延期します。日程は未定です。決まり次第お知らせします。  

□他校と連携したり、保護者が参集したりする取組は延期する。  

□離任式等の集会活動は、放送や録画等で行うよう工夫する。➡放送で行います。  

□校外学習・社会科見学は、交通手段や行き先に関わらず実施しない。  

□保護者会は一堂に集まらず、書面（文書）開催とする。  

□６年生が６月に実施予定の「日光移動教室」については、現在のところ予定通り行います。但し

今後の感染状況により、延期する場合もあり得ます。  

 

＊引き続きご家庭での健康観察、検温、外出の自粛等の  

感染予防対策にご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

転任した教職員からの離任の挨拶 

 

副校長として初めて赴任した拝島第一小学校は、私にとって管理職の基礎を教えてくれた忘れられ

ない学校となりました。他市から赴任して来て、何もわからない私に、子供たちをはじめ保護者の皆

様、地域の方々は温かく接してくださいました。おかげさまで、毎日を楽しく過ごすことができまし

た。拝一小の経験を胸に、次の学校でも精進してまいります。これからも、拝島第一小学校の益々の

発展を心から願っております。３年間、ありがとうございました。      副校長 府金 博之 

 

拝島第一小学校では、３年間お世話になりました。今の中学２年の子たちが５・６年の時に担任を

して、昨年度は４年の担任をしました。学級の子供たちは、人とのつながりを大切にできる子たちで

した。お互いのよいところに目を向けて、認め合える子たちでした。そんな子供たちと共に過ごした

３年間は、とても幸せな時間でした。保護者の皆様、地域の皆様には、たくさんのご理解、ご協力を

いただきました。ありがとうございました。              ４年２組担任 楠本 純士 

 

拝島第四小学校との統合から６年間、新しい拝島第一小学校が作られていくのを見てきました。明

るく素直な子供たちと過ごす中で、地域の皆様に支援していただくことが多くあり、大変感謝してお

ります。教員として、多くの経験を積んだ６年間でした。初めて６年生を担任したこと、もちつき大

会で４年生のお囃子を披露したこと、５年生のキズナプロジェクトなど、思い出は尽きません。本当

にありがとうございました。                    ５年１組担任 津山 稚恵  

 

一小と四小の統合からスタートし 6 年間保健室で勤務させていただきました。拝一小の子供たちは

素直で明るく元気で伸び伸びとしています。朝休みや中休みは、大勢の子供たちが校庭で遊んでいま

す。運動会や学習発表会などの行事では、さすが拝一小！とこれまで何度も感動する場面があり、本

当に素敵な子供達です。 

保護者の方には、これまで健康診断をはじめいきいきカードやノーメディアチャレンジなどでご協力

をいただきありがとうございました。拝一小からは離れてしまい寂しい気持でいっぱいですが、いつ

までも拝一小の子供たちの健やかな成長と活躍を願っています。      養護教諭 中村 朱美 

 

給食を楽しみにしてる子供たちの笑顔に元気をもらいました。昨年度は、新型コロナウィルスの影響

で配膳、片付けが例年と違うスタートでしたが、先生方をはじめ、子供たちの協力で無事に終わる事

ができました。２年間ありがとうございました。            給食配置員 沼山 瑞恵 

 

拝島第一小学校では、３年間お世話になりました。時折、児童たちの奏でるお琴や合奏の音色に癒

されながら仕事をしたのを懐かしく思います。  

 給食のワゴンを丁寧に拭いてくれてありがとうございました。これからもしっかり食べて、心も身

体も大きくなって下さいね。３年間ありがとうございました。    給食配置員 佐々木 実千代 
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≪５月の行事予定≫ 

 

月曜日  火曜日  水曜日  木曜日  金曜日  土曜日  日曜日  

     １日  ２日  

３日  

憲法記念日  

４日  

みどりの日  

５日  

子どもの日  

６日  

安全指導  

７日  

 

８日  

土曜授業  

引き渡し訓練  

９日  

10 日  

456 年６時間  

内科検診 (２ ,５年 ) 

いきいきカード始  

11 日  

 

12 日  

 

13 日  

全校集会 A 

14 日  

移動教室説明資料配布  

内科検診 (3,4 年 )  

いきいきカード終  

15 日  

 

16 日  

 

17 日  

内科検診 (1,6 年 )

算数到達度調査  

18 日  

お弁当の日  

19 日  

 

20 日  

全校集会 B 

21 日  

 

22 日  

運動会  

土曜授業  

23 日  

 

24 日  

振替休業日  

25 日  

 

26 日  

QU テスト  

27 日  

全国学力  

学習状況調査  

28 日  

短縮５時間授業  

29 日  

 

30 日  

31 日  

学校公開週間始  

クラブ活動  

放課後子ども教室（スマイルトトロ）について  

 学校から一度家に帰った場合は、スマイルトトロは利用できません。また、校庭開

放もやっていませんので、スマイルトトロを利用せず校庭で遊ぶことはできません。

ご理解、ご協力をお願いします。(緊急事態宣言発出中は、中止しています。) 

５月の生活目標「交通ルールを守ろう」 

保健安全主任 岡田 英里香 

生活指導主任 小林 みゆき 

５月８日(土)に有事を想定した状況での引き

渡し訓練を行う予定でしたが、緊急事態宣言

が発出されたため、延期します。日程が決ま

り次第連絡いたします。 

SNS のトラブルが社会問題化しています。

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

１年生を迎える会 

１年担任 清宮 朋樹 

 ４月 21 日(火)、初夏を思わせるような快晴の中、校庭で１年生を迎える会が行われました。

１組から順番に花のアーチをくぐり、在校生のお兄さんお姉さんたちの前に並んだ１年生は、と

てもうれしそうでした。会の中では、２・３・４年生がお祝いの言葉や学校クイズなどの出し物

を披露してくれました。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、お礼の言葉を元気よく言うことができました。終わった後、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。 

体育主任 穂苅 健介 

５月 22 日に運動会を行う予定でしたが、２学期以

降に延期します。日程が決まり次第連絡致します。 

水筒の中身について 
 暑い日も増えてきました。汗をたくさんかくと思います

ので 5 月～10 月の間は、水筒の中身は水、お茶、スポー

ツドリンクでお願いします。11 月～4 月までは、水とお茶

です。また、学校の水道は安全なので、必ずしも水筒を持

ってこなくても大丈夫です。 

 

教務主任 高橋 博直 

11 月に予定していた音楽会ですが、展覧会を実施

する方向で調整し始めました。詳しくは決まり次第連

絡致します。 



 

 

給食配置員の佐々木。  

 

 拝島第一小学校では、３年間お世話になりました。時折、児童たちの奏でるお琴や合奏の音色に癒さ

れながら仕事をしたのを懐かしく思います。  

 給食のワゴンを丁寧に拭いてくれてありがとうございました。これからもしっかり食べて、心も身体

も大きくなって下さいね。３年間ありがとうございました。  

 

あきる野市立東秋留小学校の楠本です。 

 

拝島第一小学校では、３年間お世話になりました。今の中学２年の子たちが５・６年の時に担任をし

て、昨年度は４年の担任をしました。学級の子供たちは、人とのつながりを大切にできる子たちでし

た。お互いのよいところに目を向けて、認め合える子たちでした。そんな子供たちと共に過ごした３

年間は、とても幸せな時間でした。保護者の皆様、地域の皆様には、たくさんのご理解、ご協力をい

ただきました。ありがとうございました。  

 

離任式のご連絡をありがとうございます。離任式は所用のため、欠席させていただきます。  

学校便りの原稿を送らせていただきます。以下をお願いいたします。  

 

拝島第四小学校との統合から６年間、新しい拝島第一小学校が作られていくのを見てきました。明る

く素直な子供たちと過ごす中で、地域の皆様に支援していただくことが多くあり、大変感謝しており

ます。教員として、多くの経験を積んだ６年間でした。初めて６年生を担任したこと、もちつき大会

で４年生のお囃子を披露したこと、５年生のキズナプロジェクトなど、思い出は尽きません。本当に

ありがとうございました。    津山 稚恵  

 

 

お手数をおかけします。皆様によろしくお伝えください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

５ 月 の 行 事 予 定 
１日（火）登校指導① 安全指導    １９日（金）  
２日（水）登校指導②引き渡し訓練[５校時] ２０日（土） (４時間授業)  
３日（木）憲 法 記 念 日         ２２日（月）拝一ピック クラブ活動 
４日（金）み ど り の 日              交通安全教室(３年) 
５日（土）こ ど も の 日              教育実習（始） 
７日（月）全校朝会 クラブ発足        ２３日（火）眼科検診（４～６年）                        
８日（火）内科検診(１・２年) SC 全員面談始(5) 

５年移動教室説明会 尿検査二次回収   ２４日（水）遠足（１年生） 
９日（水）４時間授業(全校) 耳鼻科検診(全校)  ２５日（木）児童集会 交通安全教室(4～6

年) 
１０日（木）児童集会 なかよし班活動   ２６日（金）眼科検診（１～３年）観劇(6 年) 
           ２９日（月）全校朝会 クラブ活動 
１１日（金）内科検診（３・４年）遠足(２年生) 

６年移動教室説明会[14:45]         ザッツフラワーガーデン 
１４日（月）拝一ピック 委員会活動 
１５日（火）内科検診(５・６年) 多摩川探検(４) ３０日（火）多摩川探検（４年）
１６日（水) 歯科検診(１～３)        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)      

         拝島一小だより      臨時号 

                         平成２９年４月２８日           
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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 

 

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 

 

  
  

５ 月 の 行 事 予 定 
１日（火）登校指導① 安全指導    １５日（火）内科検診(２・５) 多摩川探検(４) 
２日（水）登校指導②引き渡し訓練[５] １６日（水) 歯科検診(１～３)  
３日（木）憲 法 記 念 日        １７日（木）児童集会 遠足予備日(２)  
４日（金）み ど り の 日         １８日（金）  
５日（土）こ ど も の 日        １９日（土） (４時間授業) 

７日（月）全校朝会 クラブ発足               帰りの会で読み聞かせデモ有り(１・２) 

８日（火）内科検診(１・６) SC 全員面談始(5) ２１日（月）全校朝会 クラブ活動 
５年移動教室説明会 尿検査二次回収 ２２日（火）交通安全教室(３～６)眼科検診(１～３) 

９日（水）４時間授業(全) 耳鼻科検診(全) ２３日（水）読み聞かせ説明会[10:00]  
尿検査二次回収   ２４日（木）児童集会 眼科検診(４～６) 

１０日（木）児童集会 なかよし班活動  ２５日（金）遠足(１) 
１１日（金）内科検診（３・４） 遠足(２) ２８日（月）ミニコンサート クラブ活動 

６年移動教室説明会[14:45]   ２９日（火）なかよし班 
１４日（月）拝一ピック 委員会活動  ３０日（水）交通安全教室(１～２)  

教育実習始 ３１日（木）体力テスト（全） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

転任された先生方・職員の皆様からのメッセージ特集 
 

四年一組の窪田教諭の新人育成教員として一年間お世話になりました。 

運動会の表現、武田節。学芸会の宇宙へ。総合学習の二分の一発表会。などを通

して､児童一人一人の成長を肌で感じることができました。多くの保護者の協力が

あったからのものだと思います。ありがとうございました。 

今年度も､市内の学校に勤務しています。見かけたら一声かけてください。 

４年１組 新人育成教員 中野 博方 

 

5 年間、いろいろな事（統合など）ありましたが、大変楽しく過ごすことができ

ました。ありがとうございました。 

用務主事 小島 正人 

 

拝島第一小学校では、２年間お世話になりました。元気で可愛い子供たちとふれ

あい、時折児童たちの奏でるお囃子やお琴の音色を聞きながら仕事をしたのを懐か

しく思います。４月より拝島中学校に移り拝島一小の卒業生の成長ぶりを楽しみに

しております。 

教職員の方々にはいろいろご協力いただき心より感謝申し上げます。ありがとう

ございました。 

給食配置員 石川 妙子 

 

拝島第一小でのあっと言う間の 1 年 8 ヶ月。季節ごとに太鼓やお琴の音色に癒や

されながら過ごすことができました。 

みなさんからの「ごちそうさまでした。今日もおいしかったです。」の声を聞い

て、とても嬉しく思いました。 

これからもしっかり食べて心も身体も大きくなってくださいね。 

給食委員さん、お手伝いありがとうございました。 

給食配置員 橋田 晴代 
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