
 

 

 

 

 

 

学 び 時 

校長 海東 朝美 

校庭の緑も濃さを増し、夏日を記録する日が出始めました。子供たちは、「中休みは全員外遊び！」

の声掛けの下、さわやかな初夏の装いを感じながら体を動かしています。 

新しい学年での新しい仲間や担任との出会いから早１ヶ月が過ぎようとするところですが、子供

たちは、昨年来のコロナ禍とは大きく違う 4 月を過ごしました。新型コロナウィルス感染症の拡大

防止のためにとられる制限はあるものの、子供たちとの日々の営みが、順調に進捗しています。こ

の４月は、新たな年度に希望をもたせ、学級・学年・学校のルールをしっかりと理解させながら学

習・生活規律を整える大切な準備期間です。今も緊張感をもって、学びに向かう子供たちの姿が学

校全体に確認できます。また朝は、登校する子供たちから元気な挨拶が飛び交い、高学年が 1 年生

のお世話に進んで取り組む姿が、校内の至る所で見られます。さらに、桜花を愛でる時期や草花が

芽吹く躍動感溢れる季節の移ろいを友達とかかわりながら肌で感じることのできる機会ももつこ

ともできました。「学校の新学期始めは、こうでなくちゃ！」と、良いスタートが切れたことを嬉

しく思っています。やはり、学ぶべき時に学ばなければならないものがあるのです。これは学校で

の学びだけではありません。乳幼児期での大人のかかわりから学ぶべきことや人としてやってはい

けないことをいけないと分かる時、自分にもできると気付く時など、人生には生涯この「学び時」

があり、どの子供たちもその発達段階に応じた様々な学びを、学ぶべき時に学ぶことで、意欲や自

信をもって、自分の可能性を開花させていくことができるのだと思います。 

さて、コロナ禍に入ってからは、教育も経済も福祉も全ての日常が質的に変化し、同じ連続の中

にあった昨日までの一歩一歩は、一夜で違う世界に様変わってしまうほどです。仕事の取り組み方

や教育の学び方までもが速いスピードで劇的に変化しています。このような緊急事態を乗り越えた

り、新しい時代に対応していく力を身に付けたりすることができるのは、やはり教育の力に他なり

ません。今年度から新たにスタートした「GIGAスクール構想」推進は、まさにこれからの時代を生

き抜く子供たちにとって、必要不可欠な力を身に付けていくためのものです。それは、ICT機器を

使って、いろいろな人や社会、知識や経験とつながりながら安全に賢く生き抜いていく力です。子

供たちは、単に端末の使い方だけを身に付けるのではなく、様々なものとつながることで新しい価

値を生む学びを通して、必要な資質・能力を獲得していくこととなります。１０年後の社会を見据

えると、この学童期が学び時なのでしょう。 

 

私たち地球上全ての人々が、この未曾有の事態に勇気と知恵をもって対処して行くしか解決の方

法はありません。日本に至っては、ワクチン接種が急がれるところですが、まだ全員に行き渡らな

い現状と変異ウィルスの感染拡大も大きな心配の一つです。自分のため、大切な家族や仲間のため、

今できることを見極め、最善の努力をして参りましょう。また、このよう時には人間の醜い面が言

葉や行動となり、攻撃的な行動が浮き彫りとなりがちです。決められた決まりをしっかり守ること、

自分も人も大切にできる言葉を選ぶこと、人のために何ができるか考えるなど、高い意識をもって

過ごして参りましょう。 

若  木 
羽村市立武蔵野小学校 
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武蔵野小学校の支援スタッフ紹介 
学校では様々な職員が子供たちの学校生活を支えています。本校の教員と一緒になって指導や見守り等

をしている職員を紹介します。（令和３年４月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、事務・用務・警備・給食配膳員が、校内の環境を整備したり児童の安全を守ったりするために、日々

職務にあたっています。また、西多摩衛生組合様、双葉富士見・双葉町松原町内会の皆様・各町内会シルバーの

皆様をはじめ、地域の方々が、登校時に子供たちの交通安全を見守ってくださっています。 

学習サポーター          川島 弘之 

主に算数少人数の授業に入り、子供たちのつまず

きに対応しながら一人一人を支援しています。 

 

特別支援教育支援員         佐野 友紀 

               成末 美由紀  中村 睦美 

特別な支援を必要とする主に低学年の学級・学年

に入り、学校生活が円滑に進むように補助をしま

す。個々に声をかけ支援をします。 

 教育相談員             桒原 直美 

主に児童の発達面に関して、子供たち・保護者の

皆様が抱える様々な心配事や悩みの相談を受けま

す。毎週火曜日の午後勤務です。 

 

学校図書館司書         海老澤 亜紀子 

 学校図書館の要として、本の整理・管理、図書館

使用指導を担当します。子供たちが本に親しめるよ

う、図書館やオープンスペースの環境を整えます。 

 

 

スクールカウンセラー       松井 範恵 

児童・保護者の皆様が抱える様々な心配事や悩み

の相談を受けます。毎週木曜日の勤務です。毎年、

5 年生の全員面談を行っています。 

 

むさしの学級介助員         小林 明子 

関本 美智子  荒井 結花       

むさしの学級の学習をサポートしています。支援

が必要な児童に対して助言をしながら補助をしてい

ます。丁寧に言葉をかけて、見通しをもって楽しく

学習を進められるよう支援します。 外国語活動講師 （ALT）      Lisa Galvin 

英語でのコミュニケーションを通して、英語活動

（1・2 年）・外国語活動（3・4 年）・外国語（5・6

年）の支援をしています。 

学習コーディネーター        嘉陽 義明 

羽村三中校区の小中一貫教育をつなぎ、学習活動

の支援を行います。地域との連携を図り、羽村学およ

び人間学の授業計画に沿って教育活動を支えます。 

 

外国語活動アドバイザー      加覧 史子 

英語活動・外国語活動・外国語について、ＡＬＴ

と担任への連絡・調整を行ったり、教員に対して授

業へのアドバイスを行ったりしています。        

 

特別支援教室専門員（非常勤教員）髙山 雅代 

特別支援教室にかかわる、巡回指導教員・担任・

児童・保護者の皆様との連絡・調整及び児童の指

導・支援を行います。特別支援教室に必要な書類の

整理や手続き等、様々な職務を行います。 

 

ＩＣＴ支援員             田本 円 

 パソコン室で行われる授業に参加し、子供たちの

パソコンを用いた調べ学習・資料作りの支援をしま

す。また、学校ホームページの作成や、教員のＩＣＴ

機器を用いた授業作りのアドバイスも行います。 

放課後学習教室 ボランティア          

佐野 友紀 関本 美智子 小林 明子 坂本 邦一 中村 睦美   

 週１回行われている放課後学習教室で、子供たち

一人一人のつまずきに応じて、支援をしています。 

 

スクールサポートスタッフ（SSS）・   

家庭と子供の支援員       田中 藤子 

 SSS として教材準備等を担当し、教員が授業の準

備や児童対応に専念することができるよう、サポー

トします。また、家庭と子供の支援員として、子供

たちの登校に関する相談や支援を行っています。 

 

主任養護教諭（非常勤教員）    川津 照美 

感染症対策のための環境づくりや児童対応、保健

室業務のサポートを行い、児童の健康で安全に学校

生活を送ることができるように支援しています。 

 

スクールソーシャルワーカー   林 達也 

 児童にかかわる様々な背景や状況を視野に入れ

て、児童に対する適切な支援方法を提案しています。 

巡回指導教員         

川島 良太 清水 亜美 関 晴彦 沙魚川 由紀子 

 はばたき教室において、個別指導・小集団指導を

通して一人一人に応じた支援を行っています。          

 



1 年生を迎える会                ４月１２日（月） 

今年度の１年生を迎える会は、テレビ放送で行いました。入学して 1 週間経った 1 年生の紹介

と、上級生からの学校生活に関する紹介やクイズがあり、児童はそれぞれの教室で楽しい時間を過

ごすことができました。お兄さん、お姉さんになった 2 年生は、「ようこそ 武蔵野小学校へ」か

ら始まるお祝いの言葉を、代表者が笑顔いっぱい・元気いっぱいに伝えることができました。そし

て、代表委員は、自分たちで考えた「シルエットゲーム」を行い、学校の紹介を行いました。今後

も、1 年生が安心して学校生活を送ることができるよう、全校で応援していきます。 

 
離任式                     ４月１９日（金） 

今年度の離任式は、テレビ放送で行いました。代表の児童が、離任した職員へ、一人ずつ心を込

めてお手紙を読み、思いを伝えることができました。離任した職員からは、映像のメッセージや手

紙が贈られました。思い出深い職員からのメッセージを、真剣なまなざしで見つめる児童の姿が見

られました。離れていてもお互いの気持ちが伝わるような、心温まる会となりました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     給食費の口座引き落とし日のお知らせ 

  令和 2年度分 未納ゼロ達成！ 

本年度も引き続き、未納ゼロを目指します。ご協力、よろしくお願いいたします。 

４月分の口座引き落とし日は 5 月２５日（火） 

5 月分の口座引き落とし日は 5 月 2６日（水）です。ご入金よろしくお願いします！ 

 給食費の納入は、口座引き落としとなっています。残高が不足していると引き落としができ

ず、未納扱いとなってしまいます。残高をご確認の上、未納にならないようお願いします。 

【低学年 3870 円】 【中学年 4040 円】 【高学年 4210 円】 

※未納の場合は、文書や電話、家庭訪問により催促し対応させていただきます。通知の受け取

り後、残高を解消しても未納分の振替とはなりません。恐れ入りますが学校へ直接お持ちいた

だくか、金融機関に払い込みをお願いします。給食費の未納は、食材の購入に支障をきたしま

す。給食費は納入期限までに必ず納めてください。 

 

【５月の生活目標】 

友達と仲良くしよう  

友達同士、声をかけ合って、たくさんの友達と仲良くできるようにしていきます。 

相手に聞こえる声であいさつをしよう 

自分から元気良く、あいさつができるようにしていきます。 

【５月の保健目標】 
学校生活のリズムになれよう        

  運動会練習が始まります。「早寝・早起き・朝ごはん」を心がけるようにしていきます。 

【５月の給食目標】 
後片付けのしかたをおぼえよう         

正しい片付け方を覚え、自分たちで片付けができる力を養います。 



 

１年
備考 月 4（5）

1 火
ふれあい月間始　環境月間始 体力調査始
心臓検診① 14:40 14:40 14:40 14:40 15:30 15:30 火 5

2 水 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 特時 水 5

3 木 西多摩衛生組合見学④9:00仮　歯科⑤⑥ 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30 木 5

4 金 体力テスト  実習生終 14:40 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 金 5

5 土

6 日

7 月
読書旬間始 避難訓練
尿検査３次① 13:30 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 放課後

学習教室 校時

8 火 遠足②  移動教室説明会む 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30 ４校時

9 水 尿検査３次②　不審者対応訓練３校時 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
特時

放課後
学習教室 ５校時

10 木
小中ふれあい班清掃（５校時）※中１のみ参加
内科健診（全）午前中 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30 ６校時

11 金 地域安全マップ作り④（５・６校時） 14:40 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 委員会

12 土 ４時間授業　田植え体験⑤ 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 12:25 クラブ

13 日

14 月 振替休日 １年

15 火 避難訓練予備日 14:00 14:00 14:50 14:50 14:50 14:50 短縮特時 月 4（5）

16 水 ４時間授業 体力テスト予備① 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 特時 火 5

17 木
耳鼻科検診9:00

14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30 水 5

18 金 読書旬間終 定期健康診断終 14:40 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 木 5

19 土 金 5

20 日 吹奏楽団（羽村夏まつり）

21 月 クラブ活動(１)　体力テスト予備② 14:40 14:40 14:40 15:45 15:45 15:45 放課後
学習教室

22 火 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30 校時

23 水 羽村動物園③ 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
特時

放課後
学習教室 ４校時

24 木 ５時間授業 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 特時 ５校時

25 金
交通安全教室①②④⑤⑥む・自転車教室③
体力調査終  地域安全マップ作り④予備日 14:15 14:15 14:15 15:05 15:05 15:05 特時 ６校時

26 土 委員会

27 日 クラブ

28 月
研究授業５校時(４年２組)
水泳指導始 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10

29 火 校外学習③市内めぐり・羽村図書館・羽村市水道局 14:40 14:40 15:30 15:30 15:30 15:30

30 水
環境月間終　ふれあい月間終
アートインはむら４年２組・むさしの 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 特時

月・火・木・金

  羽村市立武蔵野小学校　　　　　　　６月学校行事及び下校時刻

日 曜 学　　　校　　　行　　　事 1年生 2年生 3年生

月・火・木・金

備　考

○の数字は学年です。
28日（月）４年２組のみ14:15下校です。

4年生 5年生 6年生

学年主任・分掌主任の先生方へ

6月の下校時刻及び行事予定のご確認をおねがいします。

加除訂正がある場合、朱書きの上荒井までご提出ください。

（※変更がない場合は結構です。）

5月12日午前中までにお願いします。


