
８日 月 始業式（2～6年） 入学式 

９日 火 午前授業 

10 日 水 安全指導 給食始（2～6年） 

11 日 木 
朝の交通指導① 身体計測（高）  

保護者会 （2･4･6年） 

12 日 金 
朝の交通指導② 身体計測（中）  

委員会① 

13 日 土  

14 日 日  

15 日 月 全校朝会 避難訓練 身体計測（低） 

16 日 火 聴力(2年)  保護者会（1･3･5年） 

17 日 水 4時間授業 聴力(5年) 

18 日 木 
全国学力調査(6年)  聴力(3年) 

1年給食始 

19 日 金 1 年生を迎える会 聴力(1年) 

20 日 土  

 

21日 日  

22日 月 全校朝会 視力(3年)  mimiの会（1年 5校時） 

23日 火 遠足(中)  視力（2 年） 通級保護者会 

24日 水 心臓病検診(１年・他)  クラブ①  

25日 木 遠足（高） 耳鼻科（1・2・4年） 

26日 金 
委員会発表集会 遠足予備日（中） 

視力（5年） 消防写生会（2年） 

27日 土 
調布市防災教育の日（命の授業） 

避難所運営訓練 

28日 日  

29日 月 昭和の日 

30日 火 退位の日 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月８日（月）

４月号 

調布市立飛田給小学校 

入学、進級おめでとうございます                                                                     

                                                             校長  山中ともえ  

今年は、桜が一度開花してから、寒の戻りがあり、長く桜の花を楽しむことができました。桜の季節はやは

り心が弾むものです。「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。梅の花のように、日本人が明日へ

の希望を咲かせる国でありますように。」という意味が込められている新元号「令和」が発表されました。時代

が切り替わろうとしている今、新たな気持ちで今年度を迎えていきたいと思います。 

さて、つい先日、別れを惜しみながら卒業生を送り出したところですが、新たに６９人の１年生を迎え、子

供たちの明るい笑顔とともに、新年度が始まりました。今年度は、２年生は３学級ですが、それ以外の学年は

２学級です。学校全体では１３学級、児童数４４１人でのスタートです。６年生は、学級減による予定外のク

ラス替えがありましたが、本校の顔として学校全体をリードしてくれることと期待しています。また、校内通

級教室の７人の先生方は、本校以外の２校の巡回指導も充実させていきます。新たに加わった教職員とともに、

子供たちの健やかな成長を願い、飛田給小学校は４５年目の伝統を一層深めていきます。 

来年度は新学習指導要領完全実施となります。確実な実施のために、今年度を進めていきたいと思います。

また、この秋にはラグビーＷ杯が開催され、来年はいよいよ 2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの開催です。これら

のことを視野に入れ、本校では、今年度は次のことに重点を置いて教育活動を行っていきます。 

〇外国語活動・外国語の拡充･･･３，４年生（週１時間）、５，６年生（週２時間） 

〇算数習熟度別指導の充実･･･１年生（学級を二分割）、２年生以上（習熟度別尐人数指導） 

〇ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育の推進･･･ﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ体験、世界ともだちﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの取組、ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰへの取組 

〇学校行事の充実･･･運動会、ゆずりは集会、学習発表会、マラソンチャレンジ等の充実 

〇個に応じた配慮の充実･･･教育相談の充実(ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの活用)、学校配置スタッフ活用(特別支援教室専門員、 

ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ、学級支援員、巡回相談員)、読み書き教室（週１回昼休み）・校内通級教室の充実 

  〇課外活動･･･タグラグビー部（４年生以上：週１～２回朝）、合唱部（３年生以上：週１～２回朝） 

  〇授業公開期間（３日間）･･･１学期：6/12～14 ２学期：9/13～17 ３学期：2/8～12 

 本校のシンボルツリーである「ゆずりは」に因み、開校以来大切にされている「ゆずりの心」を伝え合い、

飛田給小学校の教職員一同、今年度もがんばります。保護者の皆様、地域の方々には、ご理解とご支援のほど

よろしくお願いいたします。  

 
http://www.chofu-schools.jp/tobitakyu-syo 

tobitakyu-sho@chofu-schools.jp 



 

 

 

    

 教務主幹：米山 和夫  研究推進主幹：岩田 順子   

生活指導主任：宮松 正法  特別活動主任：木村 亮一  特別支援教育主任：後藤 欣子  保健主任：新井 裕子

特別支援コーディネーター：後藤  欣子 ・ 中里  輝美 ・ 德田  彰子 ・ 北嶋  理恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

校長  山中 ともえ 副校長  大城 裕司 

学年 １    組 ２    組 ３    組 

１年 ○中里 輝美 廣川 修                

２年    ○高田 拓実 藤井 有希 本間 優佳 

３年 ○綱嶋 やよい 水野 秀弥  

４年 木村 亮一  ○岩田 順子  

５年 ○小塚 葉子 宮松 正法  

６年 ○米山 和夫 山坂 千尋         

専科 〈音 楽〉  德田 彰子         〈図 工〉 ○旭岡 史子 

養護 ○新井 裕子  

〈校内通級教室〉 ○後藤 欣子 北嶋 理恵 佐々木 朗 本間 陽子 薬師寺 悠生 服部 麻美子 竹下 由紀     

〈算数習熟度（中・高）〉  藤光 かおる 〈算数習熟度少人数（低）〉  原 ゆうき 

〈講  師〉     市村 健二    加覧 淳子    西村 未帄    下袴田 光子        

〈栄養士〉     松井 絵理 〈事  務〉      平賀 律子    大塚 玲子 

〈用  務〉 才丸   豊   〈特別支援教室専門員〉 小野 喜栄子   〈学級支援員〉 小野 眞子 

〈学校図書館専門員〉   奥村 勢津子 〈スクールサポーター〉    渡部 憲子 

〈スクールカウンセラー〉            渡辺 詩津      山中 陽子       

〈給食調理〉   加藤 博文   須藤 典子   深尾 延江   八木 直   ｻﾗﾑ･ｴﾑﾃﾞｨ･ｱﾌﾞﾄﾞｽ      

〈管理補助員〉     工藤 秀治    佐藤 高明    吹切 捷男    向山 修         

〈学校医〉歯科（ひかり歯科クリニック） 中井 徳晃  内科（川野内科医院） 川野 龍彦  眼科（古澤眼科医院） 古澤 信彦 

耳鼻科（小田耳鼻咽喉科医院） 熊坂 明子   薬剤師（大門堂薬局） 田中 美知子 

                         ○元気にあいさつをしよう ○持ち物に名前を書こう 

                   ○チャイムや時刻を守ろう ○ハンカチやちり紙を身に付けよう 

【転入】 
教  諭  本間  陽子 （新規採用） 

教  諭  薬師寺 悠生  （新規採用） 

教  諭  服部  麻美子（新規採用） 

給食調理員  深尾  延江 （調布市立滝坂小より） 

給食調理員  八木  直  （調布市立八雲台小より） 

市事務主事 大塚  玲子 （調布市立第四中より） 

産育休代替 竹下  由紀 

スクールカウンセラー渡辺  詩津 

【転出】 
主幹教諭  坂江 律子 （台東区立根岸小へ） 

主任教諭  秋山 恵里 （調布市立上ノ原小へ） 

主任教諭   原口 美津紀（世田谷区立上北沢小へ） 

教  諭  坂本 秀一 （世田谷区立池尻小へ） 

教  諭  狩野 千佳 （三鷹市立第一小へ） 

市事務主事 仁平 まさ子（調布市立緑ヶ丘小へ） 

給食調理員 大橋 祐介 （調布市立杉森小へ） 

スクールカウンセラー井上 さやか 

【退職】 
給食調理員 丸山 幸子  
産育休代替 川上 顕志朗  

○…主任 


