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■問 生涯学習課 ℡ 042-386-2462

教育だより教育だより

リオデジャネイロ2016　オリンピック・パラリンピック
平成28年はオリンピック・パラリンピックイヤー、日本から見ると地球の裏側、ブラジルでの選手の躍動に日本中も沸きかえ

りました。オリンピックは８月５日から21日、パラリンピックは９月７日から18日の開催でした。この大会には、小金井市ゆ
かりの選手も出場していました。陸上競技女子では、市内に拠点に置く日本郵政グループ女子陸上部の鈴木亜由子さん（5,000ｍ）・
関根花観さん（10,000ｍ）、東京学芸大学からは小出深冬さん（３年生）・卒業生の谷口令子さんが７人制女子ラグビーに出場し
ました。パラリンピックでは、吉田信一さん（国立研究開発法人・情報通信研究機構）が車椅子卓球で出場しました。また、サッカー
（Ｕー23）では、小金井市が株主となっているＦＣ東京から中島翔哉選手、室屋成選手も出場しました。生涯学習課では、パブリッ
クビューイングを小金井宮地楽器ホールにおいて、陸上競技女子10,000ｍ決勝、5,000ｍ決勝、パラリンピック閉会式で行い、
その後、９月５日にはオリンピック出場選手報告会（鈴木亜由子さん、関根花観さん、谷口令子さん、髙橋昌彦さん・日本郵政グルー
プ女子陸上部監督）、１１月２日にはパラリンピック出場選手報告会（吉田信一選手）を行いました。報告会では、リオでの競技
や選手村での変わったエピソード、今後の抱負などを聞くことができ、市民の皆様と共に楽しい時間を過ごすことができました。

小金井市教育委員会　広報
第５1号（平成２9年３月発行）
小金井市教育委員会　広報
第５1号（平成２9年３月発行）

小金井市ゆかりの選手の活躍に拍手！小金井市ゆかりの選手の活躍に拍手！

市立小・中学校　児童・生徒表彰市立小・中学校　児童・生徒表彰
平成28年度も、市立小・中学校の児童・生徒が様々な分野で活躍し、すばらしい成果を収めました。２月16日、その中でも特に

優秀な成績を収めた団体・個人（敬称略）を表彰しました。

第二小学校

本町小学校

本町小学校

本町小学校

本町小学校

緑小学校

第一中学校

第一中学校

第一中学校

島田　麻央

山田　夏歌

関田　結穂

菅野　拓人

真 武 隊

山下　理紗

大野　紗弥

木村　心優

森　蒼 佳

都民大会　フィギュアスケート競技会
３級女子Ｕ９の部　第１位
ピアノコンクール　全国決勝大会　
銀賞
全国陸上競技交流大会
女子6年生100M決勝　第3位

夏季・冬季休業中に及ぶ飼育活動

地域住民との交流・清掃活動

青少年のための科学の祭典　東京大
会in小金井　大会会長賞
文の京ゆかりの文化人顕彰事業
「朗読コンテスト」青少年の部　優秀賞
ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテスト
朗読部門　出場
全国中学校体育大会　全国中学校体操競技選手
権大会　女子種目別　段違い平行棒　第２位
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第一中学校

第一中学校

第一中学校

第一中学校

東中学校

東中学校

緑中学校

緑中学校

南中学校

テニス部男子

テニス部女子

卓球部男子

野 球 部

柳　優 花

生 徒 会

下村 優理子

弦 楽 部

蛭本　雅史

関東中学生新人テニス選手権大会
学校対抗戦　ベスト８
関東中学生テニス選手権大会
学校対抗戦　ベスト８
関東中学校卓球大会
男子団体　出場
東京都中学校野球選手権大会
ベスト８
関東中学校水泳競技大会　
女子200Ｍ平泳ぎ　第２位

地域へのボランティア活動推進運動

全日本中学校陸上競技大会
共通女子100Mハードル　出場
「ＴＢＳこども音楽コンクール」
東日本優秀演奏発表会　出場
関東中学校水泳競技大会 　
男子100Ｍ平泳ぎ　出場
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問 指導室 ℡ 042-387-9877
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小金井市の学校教育は、学習面も生活面も非常に充実しております。
その様子が垣間見えるエピソードが学校から届きましたので紹介します！

学校自慢　～（特集）心温まるエピソード～学校自慢　～（特集）心温まるエピソード～

東京都いじめ相談ホットライン
℡ ０３-５３３1-８2８８

～　自他の生命と人格を尊重し、礼儀正しく思いやりのある人　～
～　社会のルールを身につけ、社会貢献に努める人　～
～　自ら学び考え続ける、個性と想像力豊かな人　～

24時間
受 付

小金井市
教育目標
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花と緑に囲まれた学校
本校の特色の一つに、「花と緑に囲まれた学校」がありま

す。その取組として、校門前のプランターには、季節の花
が植えられています。全学級の児童が環境週間を中心に栽
培に取り組み、地域の協力を得て整備を進めています。日々
の水やりは委員会活動を中心として行い、夏休み等は、地域・
保護者・児童によ
る「環境サポータ
ー」が行っていま
す。地域の方々が
足を止めて観賞す
る姿がよく見られ
る、本校自慢のス
ポットです。
【小金井第一小学校】

通常学級と特別支援学級とのふれあい
　本校は特別支援学級さくら学級を併設しており、日頃よ
り交流を行っています。通常学級とさくら学級の５年生が
社会科見学に出かけた時のことです。JR新宿駅で山手線に
乗り換えようとしましたが、朝の通勤ラッシュで、ものす
ごい混雑でした。そのような中、通常学級の児童がさくら
学級の児童にさっと手を出し、手をつないでいました。児
童が無意識にとった行動でしたが、その姿は心温まるもの
で、嬉しく思いました。　　　　　　　【小金井第二小学校】

お父様方の愛
　三小のボランティアは10のグループで様々な活動に取り
組んでいます。その中の一つに「おやじの会」があります。
先日は「第14回全国おやじサミット」が三小で開かれました。
「新聞紙ちゃんばら」や「パフォーマンス」「ペットボトルピ
ザ」「冒険遊び場」「講演会」など、どの取り組みもお父様方
の愛にあふれていました。父親が地域の子供たちと楽しく
関わりながら、子育てについて語り合い、学び、遊び、楽
しむ素敵な場と時間です。　　　　　　【小金井第三小学校】

笑顔あふれる小学校
　本町小学校の朝は、校門での「あいさつ当番」のあいさつ
から始まります。校舎内・廊下を歩いていると、出会った
多くの子供たちが「おはようございます」「こんにちは」「さ
ようなら」と、笑顔であいさつしてくれます。連合音楽会当
日は、校庭から出かける５年生に、１年生が窓から「行っ
てらっしゃ～い」「がんばってね～」と手を振ってくれまし
た。笑顔があふれる小学校、それが本町小学校なのです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本町小学校】

背中に添えた手
　四小では、「長縄チャレンジ」という活動があり、クラス
が一つのチームとなって記録に挑戦します。先日、活動中
にAさんが回る縄の中に跳びこめない場面がありました。
恐がって一歩が踏み出せません。その時後ろに並んでいる
B君、Aさんの背中にそっと手を添えました。そして、縄の
中に入るタイミングに合わせて押してくれたのです。Aさ
んは見事、縄を跳び越え成功。みんながにっこりした瞬間
でした。　　　　　　　　　　　　　　【小金井第四小学校】

「学校支援地域本部」の協力で九九検定
　２年生のかけ算の学習では、毎年「かけ算九九検定員」と
して学校支援地域本部の方々にご協力をいただいています。
子供たちは、朝のモジュールの時間に、覚えてきた九九の
段を検定員の方の前で暗唱します。「上り」、「下り」、「ば
ら」の九九に挑戦しますが、励ましながら丁寧に検定してく

ださるので、子供たち
の意欲もぐんとアップ
しています。「やさし
くゆっくり教えてくれ
て、ありがとうござい
ました！」と子供たち
の声。心も育ちます。 
 【東小学校】

屋上菜園
　菜園って、Science ! 　前原小学校の屋上に11月に菜園
が完成しました。前原小学校には、屋上にすばらしい畑が
あることに着目した校長が、「そうだ！　ここをEdible 
yard にしよう！」とのアイディアにより４月からスタート
しました。Edible yard とは、アメリカのアリス・ウォー
ターズが始めた菜園
教育です。屋上にカ
フェを開き、保護者
＆地域の方々が交流
する場になれば、ど
んなに楽しいこと
か！との思いからオ
ープンを目指してい
ます。【前原小学校】



電話相談　：042-384-2097・042-384-2508　（祝祭日を除く月曜日～土曜日）9時～ 16時30分
メール相談：kyouiku-soudan.koganei@jcom.home.ne.jp　（返信にお時間をいただきます。）

小金井市
教育相談
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兄弟学級活動～小金井公園
　１年生と６年生、２年生と４年生、３年生と５年生の兄
弟学級で、小金井公園に出かけました。なわとび、だるま
さんが転んだ、おにごっこ、かくれんぼ等、広い芝生の上
で思い切り遊びました。どの顔も明るく輝き、他学年との
交流を楽しんでいる様子でした。遊びは、前の週に兄弟学

級で相談して決めたもの
です。高学年は低学年を
気遣い、低学年は高学年
を頼りにしながら、楽し
い時間を過ごすことがで
きました。

【緑小学校】

リコーダー　コンサート
　第６学年児童があんず苑と小金井リハビリテーション病
院に伺い、リコーダーのアンサンブルを中心にしたプログ
ラムを準備して訪問コンサートを行っています。高齢者の
皆さんと共に手遊びを交えて「茶摘み」や「ふるさと」を歌
います。孫のような年ごろの児童との交流に、たくさんの
拍手と笑顔、そして、
感動の涙をいただきま
した。児童にとって、
地域社会に貢献するこ
とを学ぶ有意義な機会
となっています。

【南小学校】

「秋」と温かい思いを感じた一日
　この日の給食の献立は「もみじごはん、ぶりの生姜焼き、
里芋のそぼろ煮、すまし汁」。季節を意識して、ごはんに人
参で作った「もみじ」を散らしてみました。栄養士によるこ
の日の「今日の献立」には、「人参のオレンジといり卵の黄色
で、紅葉を表現しています。調理員さんが手をはらしながら、
一生懸命に人参の型抜
きをしました。」とあり
ます。季節を意識した和
食の提供、給食からも
「秋」と調理員さんたち
の温かい思いを感じた
一日となりました。
【小金井第一中学校】

憧れは成長の源～受け継がれる文化
　緑中学校では３年生が下級生の合唱を縦割りクラスで指
導します。10月、文化発表会前になると、３年生の合唱委
員や指揮者が下級生の歌を直接指導します。毎年、こうし
て３年生は緑中の合
唱を作り上げてきま
した。自分のクラス
の歌だけでなく、全
校に視野を広げてい
る３年生の意欲に下
級生は圧倒され、そ
して憧れます。憧れ
は成長の源。文化が受け継がれていきます。　　【緑中学校】

スタジオジブリ　星野社長をお招きして講演会
　12月21日（水）午後、本校体育館に於いて、スタジオジブリ社長　星野　康二氏を講
師に招いて、「家庭教育学級」（ＰＴＡ主催）を開催しました。スタジオジブリの作品をま
とめたハイライトビデオを初公開していただくとともに、演題『夢に向かって』の心温ま
るまた力強い励ましの講話に、生徒・保護者他来場者全員が関心をもって聞き入っていま
した。 【南中学校】

生徒会のマスコット「あずま君」
　「東」を訓読みにすると「あづま」。生みの親は、副会長の
阪本裕仁君です。

　昨年10月に生徒会本部は、奥
宮素楽会長を中心とした新メン
バーに引き継がれ、「あずま君」
も仲間入りしました。「あずま君
」は、主に「生徒会便り」に登場。
「ボランティアをしよう！」「生
活態度を見直そう！」と呼びかけ
を担当しています。現在人気急
上昇中です。　　　　【東中学校】

あいさつと笑顔のあふれる学校
　二中では、楽しく快適な環境作りの第一歩としてあいさ
つに力を入れています。

　今年度は、三回の
あいさつ運動期間を
設けました。学年対
抗や学級対抗で楽し
く競い合いながら取
り組んだり、武蔵小
金井駅前での街頭あ
いさつ運動を行った

りしました。これまで以上に、明るく自然なあいさつがで
きるようになっています。これからもより一層、あいさつ
と笑顔のあふれる学校を目指します。　【小金井第二中学校】
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小金井市教育委員会庶務課　〒184-8504　小金井市前原町3-41-15　℡042-387-9872編集発行

市立図書館職員が小学校を訪問市立図書館職員が小学校を訪問
小金井市立図書館では、市立小学校１年生を対象に毎年学校訪問を行っており、平成28年度は、10月12日・13日・18日、19日・

21日の５日間で実施しました。大型絵本の読み聞かせ、クイズを通した図書館の使い方の紹介、本を紹介するブックトーク等を
行い、どの小学校の１年生も図書館が持参した本にキラキラと目を輝かせ、クイズにも積極的に参加してくれました。

問 図書館℡ 042-383-1138

問 生涯学習課 ℡ 042-387-9879 問 公民館 ℡ 042-383-1184

文化財を新たに指定文化財を新たに指定

「宝永五年六十六部廻国供養塔」（中町4－12はけの森緑地
２所在）を市の指定文化財に指定しました。宝永５年（1708）、
紀州出身の巡礼者（六十六部）が両親の菩提を弔うため、願
主となって造立したものです。巡礼者の氏名や出身地、造立
に協力した村人の氏名が刻まれており、近世における廻国巡
礼信仰と地域住民との関わりを示す重要な資料です。

東京都功労者表彰（教育功労）を受彰東京都功労者表彰（教育功労）を受彰

平成28年10月３日（月）鴨下義昭氏
が東京都功労者表彰（教育功労）を受賞
されました。鴨下氏は、長年に渡り公民
館本町分館主催講座菜園教室の講師を務
められ、献身的に社会教育に携わられた
ことが高く評価されました。

教育委員会では、小金井由来で歴史的価値のある貴重な文書や写真を集めています。
ご家庭で廃棄する前に生涯学習課文化財係（℡042-387-9879）までご相談ください。

貴重な文化財収集へ
ご協力をお願いします

豊かな心を育む読書活動豊かな心を育む読書活動
小金井市読書感想文コンクール

平成28年11月15日に小金井市立小・中学校読書感想文コンクールの表彰式が行われました。今年度の応募総数は、1,６４４点で
した。この中から、最優秀賞に４人、優秀賞に９人が選ばれ、賞状及び図書券が贈呈されました。受賞者の皆さんには、受賞の喜びや、
本を選んだ理由などを話していただきました。

第三小学校

南 小 学 校

本町小学校

第二中学校

三 木　廉 音

坂 下　広 樹

相　田　俊太郎

坂 下　陽 菜

ひみつのきもちぎんこう

さかさ町

理系アナ枡太一の生物部な毎日

ABC！ 曙第二中学校放送部

２年

３年

５年

２年

学校名 学年 氏名
  本のタイトル

第一小学校
第四小学校
第四小学校
本町小学校
緑 小 学 校
南 小 学 校
第一中学校
東 中 学 校
緑 中 学 校

渡 邉　真 唯
髙　橋　ひまり
須　﨑　香　帆
高 津　歩 実
今 澤　真 心
𠮷 野　佑 飛
ラフマン ファティマ 愛璃咲

須 藤　帆 香
小 林　由 季

３年
２年
６年
１年
４年
５年
２年
１年
３年

学校名 学年 氏名 本のタイトル

おうだんほどうのムッシュトマ－レ
よるのとしょかんだいぼうけん
ワンダー
ひみつのきもちぎんこう
二日月
わたしの見たかわいそうなゾウ
ホームレス中学生
茶道という文化に触れて
ぼくは君たちを憎まないことにした

問 指導室 ℡ 042-387-9877

問 生涯学習課 ℡ 042-387-9879

「社会に貢献できる大人に」～成人式～「社会に貢献できる大人に」～成人式～

平成29年１月９日(祝)小金井宮地楽器ホールにおいて成人の日記念行事を実
施しました。
今年度の対象者は平成８年４月２日から平成９年４月１日生まれの方で1,207
人でした。当日は市外の方も含めて702人の出席がありました。
今年度も新成人の有志等により構成された成人の日記念行事実行委員会により、

企画・進行を行いました。記念式典の中で、新成人の代表者による『新成人の言葉』
が読み上げられ、「社会に貢献できる大人になり、今まで支えてくださった全ての
方々に恩返しが出来るように、誠心誠意努力します。」という言葉が述べられました。
式典後、小金井市の無形民俗文化財である貫井囃子を披露していただいたほ

か、ビデオメッセージの放映を行いました。さらに、新成人の方が景品を選んだ
抽選会では、番号が読み上げられるたびに大きな歓声が上がり、和やかな式典を
行うことができました。
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