
6日 水 始業式（2～6） 入学式 

7日 木 午前授業 3時間授業(1) 集団下校(1) 

8日 金 
午前授業 3 時間授業(1) 計測(高) 

集団下校(1) 

9日 土  

10日 日  

11日 月 
全校朝会 避難訓練 計測(中) 集団下校(1) 

給食始め(2～6)  ５時間授業(4) 委員会① 

12日 火 
計測（低）集団下校(1)  

5時間授業(5,6) 保護者会(高) 

13日 水 
安全指導  聴力 (5)  集団下校 (1)  

クラブ① 

14日 木 
聴力(3) 5時間授業(3,4)  

保護者会(中) 委員会発表集会 

15日 金 
１年生を迎える会 給食始め(1)  

聴力(2) 保護者会(低)  

16日 土  

17日 日  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18日 月 
全校朝会 聴力(1) 交通安全教室(低)  

校内通級教室保護者会 

19日 火 
全国学力・学習状況調査(6)  

心臓病検診(1,他) 

20日 水 聴力(2) 4時間授業 

21日 木 遠足(中) 視力(5) 

22日 金 児童集会 視力(3,4) 

23日 土 
調布市防災教育の日 3時間授業 

授業公開及び引き取り訓練なし 

24日 日  

25日 月 振替休業日 

26日 火 視力(6) 遠足予備日(中) 

27日 水 視力(1)  

28日 木 
ゆずりはクリーンタイム 

耳鼻科(2,4,6) 

29日 金 昭和の日 

30日 土  

 令和 ４年４月６日（水）

４月号 

調布市立飛田給小学校 

令和４年度 入学、進級おめでとうございます 
                                                    

校長  山中 ともえ  

温かさと肌寒さを繰り返しながら、それでも春の訪れをはっきりと感じる今日この頃です。先日、卒業生と

の別れを惜しんだばかりですが、６０名の新入生を迎え、全校児童４００名で令和４年度がスタートしました。

未だコロナ禍の収束が見通せない状態が続き、子供たちもマスク越しの学校生活で、友達同士のコミュニケー

ションも思い切り… という訳にはなかなかいきません。しかし、本校の状況を鑑み、工夫しながら教育活動

の充実に努めています。授業については、タブレット端末の活用が進み、学級閉鎖時のオンライン授業や登校

できない児童へのリモート活用等、思考錯誤ではありましたが、かなり進めてまいりました。また、行事につ

いても、保護者の方々の参観等を制限しながら、子供同士の協調性や自主性を大切にして、可能な限り実施し

てまいりました。今年度も予定した通りに進まないことも予測されますが、ご理解の程よろしくお願いします。 

本校では、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸのレガシーとして、これまで取り組んできた「多様性の尊重」のテーマを一つ

の特色として、さらに次へと向かいます。今年度、以下のような体制で進めてまいります。 

〇算数少人数・習熟度別指導の充実･･･１・２年生（学級を二分割）、３年生以上（習熟度別少人数指導） 

〇３年生以上で一部教科担任制…理科講師、音楽・図工専科、社会・体育・外国語（学年で担当制） 

〇AET を活用した外国語活動・外国語の定着･･･３・４年生（週１時間）、５・６年生（週２時間） 

〇感染防止対策を鑑みた学校行事の改善･･･運動会（午前）、ゆずりは集会（平日午後）、ﾏﾗｿﾝﾁｬﾚﾝｼﾞ（平日） 

〇授業公開期間（３日間）･･･１学期：6/8～10 ２学期：9/26～28 ３学期：2/6～8 

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在校日 月：渡辺 木：深海)、 

特別支援教育体制の充実(コーディネーター：後藤、北嶋、中里、江口) 

〇読み書き教室（昼休み）・算数個別指導の定着（担当：渡部）、校内通級教室 

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回放課後）   

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力を尽くします。今年度も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       生活指導主幹：岩田 順子 

研究推進主任：地下 紀子  特別活動主任：山坂 千尋  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   北嶋 理恵   江口 あゆみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

校長  山中 ともえ 副校長  山田 貴之 

学年 １    組 ２    組 

１年 ○地下 紀子 齋藤 潮音 

２年       ○中里 輝美 佐々木 朗 

３年 ○米山 和夫 藤井 有希 

４年 ○荒川 穂高 梶原 真唯 

５年 ○木村 亮一 山坂 千尋 

６年 ○岩田 順子 水野 秀弥 

専科 〈音 楽〉   ○高橋 奈央 〈図 工〉  内田 文子 

養護 ○新井 裕子  

〈校内通級教室〉  ○後藤 欣子   北嶋 理恵   江口 あゆみ   畑中 亜矢子   

神山 美夢   山下 義紀   薬師寺 悠生     

〈算数習熟度（中・高）〉   本間 陽子 〈算数習熟度少人数（低）〉     原 ゆうき 

〈講  師〉          市村 健二      中村 伊都      西村 未帆        

〈栄養士〉            杉田 茉優 〈事  務〉    金井 理  大塚 玲子 

〈用  務〉          才丸  豊 〈スクールサポートスタッフ〉   鴨志田 裕子   

〈特別支援教室専門員〉      藤光 かおる 〈副校長補佐〉          横山 みさと 

〈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＞ 渡辺 詩津  深海 由美子 〈学級支援員〉     小野眞子  

〈給食調理〉   深尾 延江  八木 直  設樂 和人  矢吹 文子  佐々木 千尋  小野 智子 

〈管理補助員〉     佐藤 高明    福田 哲也    篠原 輝隆    花岡 健治 

〈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（国領薬局） 林 朋子 

                         ○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 

【転入等】 
副校長     山田 貴之  （市内杉森小より） 

教諭        内田 文子   （江戸川区立篠崎小より） 

都事務職    金井 理    （都保健福祉局より） 

給食調理員   設樂 和人   （市内第一小より） 

給食調理員    矢吹 文子   (市内第一小より) 

副校長補佐   横山 みさと  

主任教諭    藤井 有希    復職 

【転出】 
副校長    門田 英朗 （調布市教育委員会へ） 

主任教諭   宮松 正法 （武蔵野市立境南小へ） 

教諭       旭岡 史子 （八王子市立上柚木小へ） 

都事務職    廣島 あづさ (市内布田小へ) 

給食調理員  糟谷 学  （市内第一小へ） 

給食調理員  鴨居 真紀 （市内調和小へ） 

栄養士      小島 里奈  （育休） 

【退職】 
教諭       山下 晴華 
産育休代替  竹下 由紀 

○…主任 


