
1日 水 即位の日 

2日 木 祝日 

3日 金 憲法記念日 

4日 土 みどりの日 

5日 日 こどもの日 

6日 月 振替休日 

7日 火 視力（４年） 内科（3・6年）  

8日 水 
安全指導 4時間授業 視力（6年） 
消防写生会（2年）3～4校時 

9日 木 視力（1年）遠足（高） 

10 日 金 
児童集会尿検査一次 離任式（2～6年）  

4時間授業（1年）  

11 日 土  

12 日 日  

13 日 月 
全校朝会 運動会特別時程始 

消防署見学（4年）３～4校時 

14 日 火    

15 日 水 委員会② 4時間授業（1～4年）  

 

16日 木 応援団集会 

17日 金 運動会係打ち合わせ①（高） 

18日 土   

19日 日  

20日 月 全校朝会 運動会全体練習① 教育实習始 

21日 火 運動会全体練習②  

22日 水 運動会全体練習③ 

23日 木 
運動会全体練習予備日 
運動会係打ち合わせ②(高)  

24日 金 運動会前日準備（高）4時間授業（1～4年）  

25日 土 運動会   

26日 日 運動会予備日 

27日 月 振替休業日 

28日 火 
避難訓練 とびっ子サミット（6年）  

爽々荘訪問（4年）  

29日 水 尿検査二次  

30日 木 児童集会 耳鼻科検診（3・5・6年） 心臓病検診二次 

31日 金 内科（2・5年）   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 4月 27日（土）

５月号 

調布市立飛田給小学校 

パラリンピック競技応援校（車いすラグビー）に指定されました 

副校長 大城 裕司 

 

風薫るさわやかな季節となりました。新年度が始まって１ヶ月足らずですが、学校では子供たちが元気

に学んだり遊んだりする姿が見られます。私も、元気な飛田給小の子供たちと共に学びながら、今年も学校

経営及び教育活動の充实に向けて力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。本校では、５

月25日（土）には運動会があります。大型連休の後には、取り組みが始まります。短い期間での準備です

が、全教職員が一丸となって取り組みますので、子供たちの活躍する姿にご支援をいただければ幸いです。 

さて、今年度もオリンピック・パラリンピック教育に力を挙げて取り組んでいきます。東京都教育委員

会では、東京2020大会の開催に向けて、小・中学校における障害者スポ－ツへの一層の理解促進と普及・

啓発を図るために「パラリンピック競技応援校」を指定しています。昨年度、本校は指定を受け、「車い

すバスケットボール」を体験したりパラリンピアンと交流したりすることを通じて、子供たちの障害者理

解を深めてまいりました。そして、今年度も、本校は「パラリンピック競技応援校」の指定を受けました。

今年は、「車いすラグビー」を通じて、子供たちの障害者スポーツへの理解を促進するとともに、東京2020

大会以降もパラリンピック競技に親しみ、応援しようとする態度を育成し、取組成果を他校へ普及・啓発

していく予定です。 

いよいよ来年度、ここ調布市でオリンピック・パラリンピックが開催されます。本校では様々な取組の

中で、子供たちに５つの資質（ボランティアマインド・障害者理解・スポーツ志向・日本人としての自覚

と誇り・豊かな国際感覚）を育成していきますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 
 

 

 

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

tobitakyu-sho@chofu-schools.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原口 美津紀(主任教諭) 

 「校歌がすばらしい。」初めて飛田給小学校の

子供たちに会った時に思ったことでした。 

そして明るくて活発なあいさつ隊のみなさんの

活動もすてきでした。巡回指導教員ということ

で関わった子どもたちは尐ないですが 3 年間お

世話になりました。ありがとうございました。      

大橋 祐介(給食調理員) 

 この度、市内の杉森小学校に異動となりました。給食調理員の大橋

です。飛田給小学校では、三年間お世話になり、とても楽しい思い出

でいっぱいです。その思い出を糧に、新しい学校でも頑張りますので、

飛田給小の皆さんも、楽しい思い出をいっぱい作ってください。 

井上 さやか(スクールカウンセラー) 

飛田給小学校の皆さん、4年間ありがとうござい

ました。とび小のゆずりの心をもつ、ステキな子

どもたち、保護者様、教職員の皆様との出会いは

生涯の宝物です。今、府中の小学校で働いていま

すが、とび小の近くを散歩していますので、どこ

かで会えるかもしれませんね！！ 

秋山 恵里(主任教諭) 

飛田給小学校の皆さん、4年間ありがとうご

ざいました。新しい学校でも、ふとした瞬間に、

元気いっぱいの子供たちを思い出し懐かしく

思っています。保護者の皆様や地域の方々、温

かく支えてくださり心から感謝しております。

どうぞ、お元気で。 

仁平 まさ子(事務主事) 

飛田給小学校で 1 年間という短い

間でしたが、先生方をはじめ保護者

や地域の皆様には大変お世話になり

ました。飛っ子の元気な様子に毎日

が楽しく過ごせました。本当にあり

がとうございました。 

坂本 秀一(教諭)  

山あり、谷ありの日々でしたが、

飛小ではたくさんの人にお世話に

なり、ありがとうございました。

坂本先生！と声をかけてくれて嬉

しかったです。しかしお別れにな

ります。ねをあげそうになったら

飛小のことを思い出します。より

良い学校となることを、これから

も願っています。 

坂江 律子(主幹教諭) 

 この度慣れ親しんだ調布の地を離れ、台東

区立根岸小学校に異動しました。新宿から JR

で鴬谷へ行く通勤にも尐しずつ慣れてきま

した。久々の学級担任で、元気のいい子供た

ちに囲まれ奮闘しています。飛田給小学校で

は、地域の方々、保護者の皆様に大変お世話

になりました。ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部 麻美子(教諭) 

 今年度から校内通級教室の担当になり

ました服部麻美子です。明るく前向きな飛

田給小の子どもたちと一緒に過ごせるこ

とが、これからとても楽しみです。一緒に

たくさんのことを学んでいけるように頑

張ります。どうぞよろしくお願いします。 

深尾 延江(給食調理員) 

 市内の滝坂小学校から異動して参りまし

た。1日も早く職場に慣れ、衛生、アレルギー

等安全安心を第一に明るく元気な子供達に喜

んでもらえる給食を心を込めて頑張って作り

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

竹下 由紀(産休代替) 

 今年度、校内通級教室を担当することに

なりました竹下由紀です。元気いっぱいの

子供たちから、たくさんのパワーをもらっ

ている毎日です。子供たちに寄り添い、一

人一人の成長を共に喜び合えるように、

日々力を尽くしていきたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

薬師寺 悠生(教諭)           

 今年度から校内通級教室の指導を担当

します薬師寺悠生です。児童が友達と仲良

くする姿がたくさん見られたらなと思い

ながら、日々子どもたちと関わっていき

たいです。どうぞよろしくお願いします。 

鴨志田 裕子(スクールサポートスタッフ) 

 スクール・サポート・スタッフとして 4

月 15 日からお世話になっております。鴨

志田裕子と申します。学校で働くのは初

めてですが、登校の際に明るく元気に挨

拶してくれる児童に元気をもらっており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

大塚 玲子(市事務主事) 

 第四中学校から来た大塚玲子と申します。一

男一女の母で、趣味はフィギュアスケート観戦

（羽生結弦のファンです♡）と、マジック（手

品）です。小学校は久しぶりなので、とても楽

しみにして来ました！ 

皆さん可愛くてワクワクしています。仲良くし

てくださいね（*^_^*）宜しくお願いいたします。 

八木 直(給食調理員) 

この度八雲台小学校から異動して参りまし

た。喜ぶ子どもたちの笑顔が見られるよう、精

一杯給食作りに努めます。宜しくお願いします。 

 

本間 陽子(教諭) 

 校内通級教室の担任になりました、本間

陽子です。飛田給小の子供たちは子供らし

く、素直で元気いっぱいだなぁと思いまし

た。子供たちと一緒に楽しくいろいろなこ

とを学んでいきたいです。 

 私も元気よく笑顔で頑張っていきます

ので、どうぞよろしくお願いします。 

渡辺 詩津(都スクールカウンセラー) 

 はじめまして。スクールカウンセラー

の渡辺詩津です。私は子どもたちと一緒

に過ごすのが大好きです。「ちょっと辛い

な。」「楽しいことがあった！」など、ど

んなことでも気軽に話したくなる存在に

なっていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                     

              
 

○元気にあいさつをしよう  ○学習の準備をきちんとしよう 

○廊下や階段の歩き方に注意しよう  ○トイレをきれいに使おう 

 

 

 

 

４月 19 日（金）、１年生を迎

える会を行いました。ちょっと

緊張している様子の 1 年生でし

たが、終わるころにはニッコニ 

コ。これからどうぞよろしくね。 

 

6年生と手をつないで 1年生が入場。 

何が始まるのか 1年生のドキドキな 

気持ちが伝わってきました。 

 ５年生 ゆずりは祭りの紹介 

≪飛田給小学校の特別支援教育≫ 

 飛田給小の子供たち一人一人が、授業内容が分かり、学習活動

に参加している实感、達成感をもつことができますように。楽し

く学校生活を送り、生きる力を身に付けていくことができますよ

うに。このための環境を整えるお手伝いをしています。お子さん

のこんなことで困っていませんか。 

    忘れ物が多く、何回注意しても忘れてしまう。 

    身の回りがいつも散らかっている。 

    落ち着いて人の話を聞くのが苦手。 

    文字の形を整えて書くのが苦手。 

    一つの物や事柄にこだわってしまうことがある。 

 お子さんの行動面や学習面ご心配なことがありましたら、いつ

でもご相談ください。担任、学年主任の他、特別支援教育コ―デ

ィネータ―（担当；後藤、中里、北嶋、德田）やスクールカウン

セラーも窓口になっております。 

各学年の出し物に興味津々。 

次は何だろう…キョロキョロ。 

 

 ゆずりは音頭の披露！ 


