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しんせい

入学・ご進級おめでとうございます
校長

押本

明文

春の暖かさとともに、新１年生４３名を迎え、全校児童３７７名で、令和３年度の立川市立
新生小学校の教育活動が始まりました。
保護者の皆様におかれましては、お子様のご入学・ご進級おめでとうございます。心よりお
祝いいたします。
本年度も、本校では、以下の教育目標等の達成に向けて、教職員が一丸となって教育活動を
進めてまいります。
【教育目標】
○自ら学びを創る子ども
○温かい人間関係を創る子ども
○たくましい気力・体力をつくる子ども
【目指す学校像】
「夢と希望と笑顔があふれる新生小学校 ～子どもたちの可能性を広げる学校～」
【基本方針】
・「知」・「徳」・「体」調和のとれた総合的な力を育む
・つながりを大切にした特別支援教育の推進
・学校、家庭、地域が一体となって子どもの教育に取り組む
【指導の重点】
・基礎・基本の定着
・あいさつの定着
・立川市民科の充実
【児童向けキーワード】
・一生懸命
・思いやり
そして、コミュニティ・スクールの特色を生かし、児童の学ぶ意欲を高め、よさや可能性を
伸ばし、確かな学力を定着させるとともに、他者と高め合いながら、「学力」「人間力」「社会
力」を育んでいきます。
特に、本年度は、「基礎・基本の定着」「あいさつの定着」「立川市民科の充実」を指導の重
点として取り組みます。
指導の過程において、日常的に、子どもたちをしっかりと鍛え、個々の力を伸ばすととも
に、たくましい心を育て、耐性（粘り強さ・困難に負けない強さ）を伸ばします。
また、子どもたちには、本年度も、
「一生懸命」と「思いやり」をキーワードにして、校長講
話等をとおして指導にあたります。
この１年間、学校における「新たな日常」として新型コロナウイルス感染症対策を講じ、試
行錯誤しながら教育活動を進めてきました。中止や縮小した行事等も少なくありませんでし
た。工夫しながら実現できた行事等もありました。現在も様々な制限がありますが、昨年度の
経験を生かし、子どもたちの成長のため、全教職員が一丸となって教育活動を展開していきま
す。
本年度も、本校の教育活動にご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

４月の生活指導目標・・チャイムの合図で席に着こう
○学校の生活リズムに慣れよう

○時計を見て行動しよう

４月の保健目標・・・・健康診断を受けて、自分の体を知ろう

令和３年度

教職員異動

【退職】
教諭 荒井 綾乃
教諭 堀口 瑠理子（育休代替教員任期満了）
【転出】
主任教諭
福田 洋子（立川市立柏小学校へ）
市嘱託事務 小堀 紫津（立川市立第六小学校へ）
【転入】
主幹教諭 鈴木 寿之（立川市立第七小学校より）
教諭
式町 飛鳥（新規採用）
教諭
山口 幸奈（新規採用 ※キラリ四小と兼務）
時間講師 松野 ゆかり
学校支援員 植松 翔子
令和３年度

教諭 遠藤
副校長補佐
主任教諭

木綿子（育休代替教員任期満了）
今村 等（任期満了）
秋友

春香（東大和市立第八小学校へ）

主任教諭 須藤 めぐみ（昭島市立玉川小学校より）
教諭
関根 拓音（新規採用）
市嘱託事務 髙野 依利子（立川市立第六小学校より）
副校長補佐 遠藤 木綿子

教職員組織構成

校 長
主幹教諭
主任教諭

押本 明文
副校長 渡邊 源史
野村 知義
鈴木 寿之
柿崎 直美
平尾 朱美
内田 真美
須藤 正紹
三澤 渡
須藤 めぐみ
石原 厚志
小沢 真澄
池田 洋子
熊井 静
今村 匡志
前田 鹿の子
教務主任 野村 知義
生活指導主任 鈴木 寿之
研究主任 三澤 渡
保健主任 小峯 由利子
１年１組 〇柿崎 直美
２組
本名 絵梨香
〇は学年主任
２年１組 〇平尾 朱美
２組
関根 拓音
３年１組 〇内田 真美
２組
式町 飛鳥 須藤 正紹
４年１組 〇三澤 渡
２組
松浦 久美子
５年１組 〇鈴木 寿之
２組
須藤 めぐみ
６年１組
松本 真奈
２組 〇石原 厚志
３組
戸塚 佑樹
ひまわり 〇小沢 真澄
池田 洋子
廣松 逸斗
算数習熟度 野村 知義
〇音楽 熊井 静
図工 友野 美由紀
養護 小峯 由利子
介助員 白川 美幸
三井 快
吉原 寿美加
片桐 智春 池田 明日香
時間講師 野崎 万祐子 岩田 優子 金澤 亨 遠藤 木綿子 松野 ゆかり
事務共同支援員 丸山 えまり 市嘱託事務 高野 依利子 事務補助員 熊谷 裕子
用 務 近江 式部
臨時用務 椎名 裕
給食配膳員 畠山 光子
船橋 政子

新生小キラリ 今村 匡志
前田 鹿の子
山口 幸奈
特支教専門員 中本 悦子
副校長補佐
遠藤 木綿子
学校支援員
池田明日香
植松 翔子
スクールサポートスタッフ 片山 真紀
永丘 光行
スクールカウンセラー 平山 愛
学校図書館支援員
斎藤 友希
ＩＣＴサポーター 伊藤 恵理
ＡＬＴ シャリカ ガミルド
学校管理員 斉藤 孚彦 高田 貴
吉武 英二 土屋 登
校庭開放員 早川 清明 森 芳夫

４月の行事予定について
５日（月）新年度準備（６年）
・春季休業日（終）
１６日（金）視力検査（１年）
・委員会活動
６日（火）始業式・着任式・入学式
１９日（月）音楽朝会・給食開始（１年）
８日（木）安全指導・防犯ブザー点検
視力検査（６年・ひまり学級）
身体測定（４・５・６年）
２０日（火）避難訓練
９日（金）給食開始（２～６年）
２２日（木）眼科健診・消防写生会（１・２年）予備日
身体測定（１・２・３年・ひまわり学級）
２３日（金）心臓検査（１年）
・クラブ活動
保護者会（５・６年・ひまわり学級）
２４日（土）土曜授業・ＰＴＡ総会
１２日（月）自転車教室（３年）
・交通安全教室（１・２年）
２６日（月）１年生を迎える会・尿検査
交通安全教室（全校）
・保護者会（３・４年）
２７日（火）セーフティー教室
１３日（火）聴力検査（３年）
・キラリ指導開始
２８日（水）離任式・視力検査（２・３年）
保護者会（１・２年）
２９日（木）昭和の日
１４日（水）聴力検査（１年・ひまわり学級）
３０日（金）視力検査（４・５年）
消防写生会（２・３年）
１５日（木）聴力検査（２・５年）
※スクールカウンセラー来校日：９日（金）、１６日（金）、２３日（金）、３０日（金）
※本年度より生活時程を変更しました。生活時程表をご確認ください。
※セーフティー教室については別途お知らせさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症対策に関わるお願い
日頃より感染症対策にご協力いただきありがとうございます。以下の点についてご協力をお願いします。
・自宅を出る際や自宅に帰ってきた際に、必ず手洗いをするように習慣付けてください。
・登校の際には必ずマスクを着用し、予備のマスクをランドセルに入れてください。また、健康カード（体温等記入）を持って
くるようお願いします。
・登校の際には校舎に入る待ち時間の密を避けるため、早くても８時１０分過ぎに着くように登校させてください。
・欠席の際には、電話又はメールにて８時２０分までに必ず連絡をお願いします。
電話：042-524-3148
メール：tachikawaes20@seagreen.ocn.ne.jp
・本人及び同居の家族に発熱や風邪症状等の体調不良が見られたら、念のためお休みください。その際には欠席ではなく出席
停止となります。 ※発熱等の症状がなくてもお迎えに来てもらうことがあります。

