
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月 １学期始業式 
入学式 
保護者会 
定期健康診断 
１年生を迎える会 
離任式 

５月 消防写生会 
個人面談 
集団下校訓練 
６年移動教室 

６月 スポーツテスト 
食育の日 
セーフティ教室 
開校記念日 
 

７月 保護者会 
５年自然体験教室 
1 学期終業式 
夏季プール① 

８月 夏季プール② 
２学期始業式 
引き渡し訓練 
 

９月 プール納め 
食育の日 
芝生ェスティバル 
５年音楽鑑賞教室 

 

職 名 氏 名 担 当 職 名 氏 名 担 当 

校長 岡部 操 経営 用務主事 髙橋 春夫 用務 

副校長 星野 典靖 経営 事務主事 石井 裕子 事務 

主幹教諭 河野 一之 図工 臨時事務職員 吉田 治子 事務 

主幹教諭 田中 芳子 ６年２組 栄養士 望月 弓子 栄養 

主幹教諭 川上 卓也 長期研修 調理員 加藤  弘 調理 

主任教諭 宇治 紀子 ４年１組 調理員 浅見 和利 調理 

主任教諭 佐藤 真由美 ２年２組 調理員 大澤 良男 調理 

主任教諭 塚島 敬太 ５年１組 臨時調理員 緒方 あづさ 調理 

主任教諭 中村 信一 ５年２組 臨時調理員 小林 洋子 調理 

主任教諭 野村 和子 ６年３組 臨床心理士 山本  寛 スクールカウンセラー 

主任教諭 田口 薫 新人育成教員 臨床心理士 小路 桃子 スーパーバイザー 

主任教諭 堀 誠一 休職中 外国語活動支援員 新藤 早苗 ALT 

教諭 金久保 聡 １年１組 図書支援員 永田 治代 図書館 

教諭 岡田 弘明 １年２組 図書・学級支援員 荒  春美 図書館 

教諭 中島 あゆみ １年３組 図書支援員 長田 一葉 図書館 

教諭 久保田 千子 ２年１組 図書支援員 仲里 裕子 図書館 

教諭 堤   彩 ３年１組 図書支援員 近藤 祐美子 図書館 

教諭 大髙 泰平 ３年２組 学習支援員 三木 千栄美 学習指導補助 

教諭 富樫 莉恵子 ３年３組 学校管理員 高田 茂治 管理 

教諭 島谷 賢吾 ４年２組 学校管理員 笹田 和夫 管理 

教諭 市倉   尚 ６年１組 学校管理員 北野 雄二 管理 

教諭 松井 裕月 音楽 学校管理員 井上 三郎 管理 

教諭 河本 あゆか 英語 早朝管理員 今井 勝利 管理 

教諭 北野澤 晶 算数少人数 校医 太田 眞也 内科 

養護教諭 大川 明日香 保健 校医 小松 英樹 眼科 

主任教諭 岡村 由美子 そよかぜ教室 校医 前川 仁 耳鼻科 

教諭 中田 秀明 そよかぜ教室 校医 佐々木 稔郎 歯科 

教諭 井上 恒史 そよかぜ教室 校医 関口 栄司 薬剤師 

教諭 石川原 恵子 そよかぜ教室    

講師 安田 牧子 国語・家庭等    

講師・支援員 菅江 順子 算数等    

      

 

１０月 運動会 
演劇鑑賞教室 
就学時健康診断 
道徳授業地区公開講座 

１１月 ６年昭島市音楽会 
学芸会 

１２月 保護者会 
２学期終業式 

１月 ３学期始業式 
身体計測 
書き初め展 
市小学校展覧会 

２月 学校公開 
保護者会 

３月 ６年生を送る会 
食育の日 
修了式 
卒業式 

 

教 職 員  （平成２９年４月１日現在） 

主 な 行 事 

平成２９年度のスタートは、１５学級・児童数４７７人です。開校４４年を迎えるこの武蔵野小学校は、児童や

保護者のみならず地域の大切な学校です。保護者、地域の皆様におかれましては、昨年同様に本校の教育活動に対

してご理解とご協力をお願い申し上げます。     

【本校の教育目標】 

知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童の育成を図るとともに、学校・家庭・地域と密接連携し、ふるさ

と昭島の自然や文化を愛し、社会に主体的に貢献できる「たくましい昭島っ子」の育成を目指していきます。 

学校教育の充実を図るために以下の三点を柱として教育目標を設定し、教育活動を推進していきます。 

（１）確かな学力の定着成  

（２）健やかな体の育成 

（３）豊かな心の醸成 

 

【学校経営方針の要点】 

１ 児童一人一人を大切にし、学力向上・健全育成を図る活動を充実させます。 

２ 教職員が共に学び、互いに高め合い、学校力の向上を図ります。 

３ 家庭や地域との連携を図り、信頼関係を構築する中で教育活動をしていきます。 

子供にとって安心して生活でき、学ぶ楽しさを実感できる学校。教職員にとって働きがいのある学校。保護者

の皆様にとって信頼できる学校を目指したいと考えます。 

昭島市においては、第二次昭島市教育振興基本計画（平成２７年度～平成３２年度）が示され、本年は３年目となります。

学校教育では「確かな学力の定着」「豊かな心の醸成」「健やかな体の育成」「輝く未来に向かって」の４つを柱としています。

本校においても「たくましい昭島っ子」を目指した教育を実践してまいります。 

 

○ しっかり考える子 

○ つよく元気な子 

◎ 心やさしい子（重点目標） 

【平成２９年度の研究】 

◎昭島市教育委員会研究指定 

 ≪小中一貫教育推進校≫ ～武蔵野小、つつじが丘小、瑞雲中学校～ 

 ・小学校から中学校への円滑な接続、９年間の系統性による教育課程づくり 等 

◎東京都教育委員会研究指定 

 ≪オリンピック・パラリンピック教育推進校≫ 

 ・各教科の学習内容とオリンピックやパラリンピックを関連付け、４つのテー  

マ（オリンピック・パラリンピックの精神、スポーツ、文化、環境）と４つ

のアクション（学ぶ、観る、する、支える）を組み合わせた取組を展開する。 

 ≪日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業推進校≫ 

 ・オリンピック・パラリンピック教育における伝統・文化の取組について、より

専門的かつ継続的な活動を実施し、「日本の伝統・文化の良さを理解し、様々

な国や地域の方に日本の良さを発信できる児童」、「互いの文化を尊重した交

流ができる児童」の育成を図る。 


