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問 吉祥寺図書館

第四小学校が表彰されました

吉祥寺図書館リニューアルオープン

　平成32年度（2020年度）から本格実施となる小学校の新学習指導要領で
は、第3・4学年において外国語活動を年間35時間、第5・6学年において外
国語（英語）を年間70時間実施するよう定められています。
　本市では、先行実施が始まる平成30年度については、第3・4学年は外国
語活動を年間15時間、第5・6学年はこれまでの外国語活動（年間35時間）
に教科としての「外国語（英語）」の学習内容を15時間加え、外国語活動と
して年間50時間実施します。
　今後、小学校第3・4学年では、英語に慣れ親しませ、第5学年からの英語
の学習への動機付けを高めるために外国語活動を充実させていくとともに、
第5・6学年では、中学校の英語に円滑に移行するために、アルファベット
や単語などの認識、語順の違いや文構造への気付きに関する内容などを学ん
でいきます。
　市教育委員会では、4月より小学校全校に配置
しているALT（外国語指導助手）を委託化し、指
導時数の増加に対応します。また、英語教育の研
究校に指定した小学校に英語科の教員免許をもつ
英語教育推進アドバイザーを配置し、アドバイ
ザーが定期的に市内全小学校に巡回指導を行うこ
とで、英語教育の充実を図っていきます。

　平成27年3月に学校教育法施行規則及び小・中学校の学習指導要領の一部
改正が行われ、従来の「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」として新たに
位置付けられました。すでに各学校において、「特別の教科 道徳」の趣旨を
生かした授業が実施されていますが、小学校では平成30年度、中学校では
平成31年度から本格実施となります。
　各学校では児童・生徒の発達段階に応じて、答えが一つではない課題を一
人一人の児童・生徒が道徳的な問題として捉え、向き合う、「考える道徳」「議
論する道徳」に向け、指導法等の工夫を重ねているところです。
　「特別の教科 道徳」では、教科書を使用します。そのため、本市では、平
成29年5月から教員をメンバーとした教科別調査委員会、有識者、教員、保護
者をメンバーとした教科用図書採択協議会で、本市にふさわしい教科書につ
いて検討・協議を行うとともに、市内全小学校の教員や市民の方々の意見を
踏まえ、8月の教育委員会において本市で使用する教科書の採択を行いました。
　「特別の教科 道徳」の評価については、「児童・生徒の学習状況や道徳性
に係る成長の様子を継続的に把握する」「数値などによる評価は行わないも
のとする」と新学習指導要領に示されており、その子どもがいかに成長した
かを積極的に受け止め、認め、励ます内容を、数値ではなく文章で記述する
こととなります。各校では、「特別の教科 道徳」を通して児童・生徒一人一
人のよさを伸ばし、成長を促す学習の充実を図っていきます。

❶ 校舎の増築
　大野田小学校に4教室分の校舎を増築
しました。
❷ 校舎内の改修
　普通教室の不足が見込まれる学校につ
いて、転用可能な教室を普通教室とし、
なお不足する場合は改修工事を行いま
す。大野田小学校の児童増加対策として、同校に設置している教育支援セン
ターと適応指導教室チャレンジルームの外部移転の準備を進めます。（平成
32年度（2020年度）末までに移転予定）
❸ 給食施設の整備
　小学校の調理施設の改修工事を行うとともに、老朽化の進む桜堤調理場の
建替えを行うことで、市立小学校・中学校に給食を安定的に提供します。
❹ 学区の変更
　大野田小学校について、緑町1丁目4～8番を平成32年度（2020年度）から
千川小学校区に変更します。特別支援学級（知的障害）も平成30年度から一
部学区を変更します。このほか児童生徒数の増加が著しい学校区について、
平成30年度に学区の変更を検討します。
❺ 指定校変更の要件見直し
　通学距離が近いことまたは兄姉の卒業校を理由とした指定校変更はできな
くなります。
小学校：平成32年（2020年）4月1日、
中学校：平成35年（2023年）4月1日以降
新入学・転入学児童・生徒より。
（ただし大野田小学校は平成29年4月1日から適用。第一小学校、第五小学校、
井之頭小学校は平成31年4月1日から適用。）

　近年、本市の児童生徒数が増加傾向にあり、今後10年程度は増加する
ことが見込まれるため、様々な対策を行っています。

　平成30年1月15日（月）、東京大学安田講堂にて、武蔵野市立第四小学校教
職員一同が、平成29年度文部科学大臣優秀教職員表彰を受けました。これは、
学校図書館を有効活用し、言語能力の向上を図るとともに、校内の言語環境を
整え、授業改善に取り組んだ成果に対する表彰です。

　平成29年9月1日（金）からリニュー
アル工事のため休館していた吉祥寺図
書館が平成30年4月16日（月）に開
館します。詳しくは市報4月1日号1面
に掲載しますので、ご覧ください。

　教育委員会は、2月の教育委員会定例会で、「平成30年度武蔵野市教育委員
会の基本方針」を決定しました。平成30年度は下記の基本方針に基づき、学
校教育と社会教育の連携を図りながら特色ある教育を推進していきます。

問 教育企画課　教育企画係

基本方針の全文は、市のホームページに
掲載しています。

武蔵野市教育委員会の基本方針について平
成30年度

豊かな心や感性を育む教育の推進 学校経営の改善・充実
確かな学力の向上と個性の伸長
健全育成の推進と体育・
健康に関する指導の充実
社会の変化に対応し、教育課題の
解決に向けた取組の推進

生涯学習・スポーツ事業の充実
生涯学習の基盤となる
施設の整備・充実

1
2
3

4

5
6

7

武蔵野市教育委員会の基本方針

小学校における「外国語（英語）」教育について 「道徳」の教科化について

新学習指導要領の実施に向けて
～小学校における「外国語（英語）」教育の推進と「道徳」の教科化について～
新学習指導要領の実施に向けて

児童生徒増加対策について

１面 新学習指導要領の実施に向けて
 児童生徒増加対策について
 教育委員会の基本方針と事業について
２面 武蔵野市の小・中学校を紹介します
３面 Sports for All
 「ファミリースポーツフェア2018」へでかけよう♪
 武蔵野市ロードレース2018を開催しました
 武蔵野ふるさと歴史館からのお知らせ
４面 児童生徒表彰／子ども図書館文芸賞
 全小・中学校に校内無線ＬＡＮ環境とタブレットＰＣを整備しました
	 武蔵野プレイスが最優秀ファシリティマネジメント（FM）賞を受賞しました！　など

発行■武蔵野市教育委員会　編集■教育企画課　☎0422-60-1894　〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/kyoikui/index.html



テーマ：『今年度一番力を入れたこと』
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問 教育企画課　教育企画係

◦平成29年４月に特別支援学級「ひまわり学級」が開級
　昨年４月に「ひまわり学級」が新設され
て一年が経ちました。ひまわり学級の児童
は、毎日、楽しく生き生きと学習していま
す。「ひまわり学級」では、児童の実態、
学年、教科に応じて小グループを編成し
て、指導を行っています。児童一人一人の実態に合わせた学習を行って
いるので、日々、着実に力を付けています。また、通常の学級との交
流活動や遊びを通してお互いに知り合い、理解を図っています。
◦校内研究
「自分の思いや考えをもち、深める児童の育成～主体的・対話的で深い学び～」
　今年度より、国語科の研究を行っています。物語文を中心に研究授
業や日頃の授業を通して、教員一人一人が意欲的に研究に取り組んで
います。児童の読み取りを基に、児童が互いの考えの違いに着目した
課題をもち、主体的に考え、学び合う授業づくりを目指しています。
平成31年２月８日（木）には研究発表を行う予定です。研究の成果を
授業で示せるよう研究を進めていきます。

◦進んであいさつ、気持ちよい毎日！
　桜野小学校では、年間重点
目標を「進んであいさつをす
る」とし、各学級で指導する
だけでなく、児童の自発的な
取り組みに結び付けながら、
あいさつの定着を図っていま
す。その取り組みの一つとし
て、平成29年11月6日（月）から11月17日（金）まで「あいさつ運動」
を行いました。代表委員会が企画し、全校から協力者を募り、64名
の児童が参加しました。毎朝、東門、本校舎昇降口、西校舎昇降口に
立ち、代表委員が作ったたすきをかけ、「進んであいさつ、気持ちよ
い毎日！」のスローガンのもと、元気にあいさつをしていました。初
めは恥ずかしそうにしていた児童も、だんだんとあいさつができるよ
うになってきました。今後も、児童が進んであいさつができるよう、
指導を続けてまいります。

◦学び・関わり合い・体力向上
【知】「タブレットＰＣモデル校」として
研究を進めました。タブレットＰＣの活
用により、実験を振り返ったり必要な情
報を収集・共有したりするなど、自分の
思考を深め、学び合う姿が多く見られる
ようになりました。今後、教育フォーラ
ムで発表した成果をさらに充実させていきます。
【徳】自校の特別支援学級や都立特別支援学校と通常学級で交流学習
を行っています。休み時間や行事にむけての練習、一部の教科学習な
ど様々な場面で交流し、相互理解を深めています。また、2年間の「特
別支援学級小中連携教育」の研究協力校として第四中学校との交流を
行い、中学校とのつながりも深めています。
【体】毎週月曜日の中休みにクラスで長縄跳びに取り組んでいます。
友達と回数を増やすための工夫を考えたり教え合ったりして、どのク
ラスも跳ぶ回数を増やしました。３学期には、「大野田ギネス」と銘
打って短縄跳びの自己記録に挑戦しました。

◦生徒会活動を頑張っています
　生徒会執行部を中心に、募金活動やボランティア活動、そして今年
度新たにＪＡＩＣＡプロジェクト活動に参加しました。このＪＡＩＣＡ
の活動は、発展途上の国へ物資を提供する活動です。
　今回の生徒会集会から、新しい試みとして、クラス目標の提示の仕
方を、垂れ幕からプロジェクターを使った方法にしました。これは運
動会の練習や中間テスト、３年生は修学旅行の準備と多くの行事があ
る中で、限られた期間で時間を有効に使うにはどのようにしたら良い
かと、生徒会執行部が考えてくれました。映像にはそのクラスの工夫
が織り込まれており、垂れ幕の時とは違ったものでした。本校では、

現在各教科の授業でICT機器を取り入
れて行っています。日頃よりICT機器
を使っているため、それが生徒の中
にも自然な形で浸透していることが、
プロジェクターでのクラス目標の発
表に繋がりました。写真は５月８日
（月）の生徒会集会の様子です。

◦深く考え表現する
　六中では「発表や表現する活動」に力を入れています。各教科の授
業では、自分の考えをまとめ、お互いに発表し、伝え合うことを大事
にしています。それにより自らの考えが深まり集団の考えも発展して
いきます。総合的な学習の時間のまとめとしても全員が発表に取り組
みます。そこから各学年生徒を選出し、体育館ステージで、各学年の
代表が自分のテーマについて10分間の発表を行います。昨年は「長
野県の交通」や「太宰治の魅力」等、一人一人の個性があふれていま
した。さらに、５月に行われた生徒総会第二部では「より良い六中に
するために私たちがすべきこと」というテーマで討論を行い「あいさ
つ」や「忘れ物」についての意見が交わされました。全校生徒の前で

発言することを恥ずかしがること
もありますが、自分で考え、伝え
る力はこれからの時代に必要です。
「卒業するまでに最低一回は発言す
る。」という気持ちで取り組ませて
います。

◦お勉強がんばる二中
　本校は「確かな学力の向上」を学校経
営の第一に掲げ、一生懸命に勉強して知
性と感性を磨く生徒を育んでいます。そ
の基盤となる言語能力の向上を狙い、年
間を通して8時25分から8時35分まで朝
読書を行っています。学校で「読書」と
いうと推薦図書や読後の感想文が頭をよぎりがちですが、これは読書
離れを引き起こす原因ともなるため、①好きな本を読む、②感想文を
書かない、③先生もいっしょに読む、を条件に毎朝行っています。
　中学生の未来を拓くお手伝いとして、「お勉強プロジェクト鮭」を
6年前から行っています。「鮭」は稚魚（中学生）が大海原（高校、
大学等）で成長し、故郷の川に戻るところから名づけました。卒業生
や近隣の大学生が、放課後、希望する3年生の勉強を見ています。
　毎年5月に新潟県松之山で行っているセカンドスクールは20年を迎
えようとしています。地元の方と顔なじみとなった教員も多く、生徒
ともども楽しみにしている行事です。

第三小学校

大野田小学校

桜野小学校

第二中学校

第三中学校

第六中学校

学　校 紹　介
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　誰もがスポーツに参加できる環境づくりを目指して、武蔵野市は東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会等に向けたイベント名を「Sports for All」としました。子どもたちをはじめとして、市民の皆様の心に
残る魅力的な体験の機会を提供します。

問 企画調整課　オリンピック・パラリンピック担当

問 生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係

★12月9日（土）、松前柔道塾（学校法人東海大学望星学塾）にて、「Sports for All 柔道」を実施しました。東京2020
大会のホストタウンであるルーマニアの代表選手と、市内の小中学生など40名が共に柔道で交流を図りました。

★2月24日（土）、武蔵野総合体育館で「Sports for All バドミントン」を実施しました。オリンピアンの小椋久美子
さんと、パラバドミントンの山崎悠麻選手、渡辺敦也選手をゲストに招き、461名の来場者にバドミントンの魅
力を体感していただきました。

★平成30年度も引き続き「Sports for All」を実施いたします。ラグビー、カヌー、水球をはじめ、様々な競技を予
定しています。イベントの詳細については、後日市報等で発表いたします。お楽しみに。

「第26回武蔵野桜まつり」で、東京2020パラリンピックの競技体験ができます。
日　時：4月1日（日）　10：30～ 15：30
会　場：武蔵野総合体育館　メインアリーナ
内　容：ブラインドサッカー、ボッチャ他
主　催：（公財）武蔵野生涯学習振興事業団

Sports for All　パラリンピック競技体験

知っていますか？ スポーツ推進委員協議会

陸上競技場の改修工事について
「ファミリースポーツフェア2018」へでかけよう♪

武蔵野市ロードレース2018を開催しました
～駅伝マラソン大会～

いつでも気軽にスポーツを！
むさしのスポーツマップ＆ガイド「ココKARAスポーツ！」発行

　地域のスポーツ・レクリエーションイベントや障害者スポーツの普及のため
に活動しています。平成29年度は、ニュースポーツ出前事業に力を入れ、90
件以上のべ3,800名（平成30年1月末現在）にスポーツの楽しさをお届けして
います。地域の交流会、PTA行事、クラス会、
親睦会などで仲間とスポーツをしたいとき
はスポーツ推進委員にご相談ください。

　利用者の安全・安心、利便性の向上、「観るスポーツ」の推進に向けて行っ
ていた、スタンド下の男女トイレの洋便器化、多目的更衣室の改修、チームロッ
カールームの設置、スタンド車いすエリアの改善などの工事が終了し、利用を
再開しました。
　10月中旬から3月下旬まで、第三種公認検定を更新するためのトラック等の
整備、ラグビーゴールの更新、3階観覧席等の改修のためご利用いただけませ
ん。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいたします。

日　時：4月29日（日・祝）10：00～15：30
　　　　（受付15：00まで）
会　場：総合体育館、陸上競技場など
　お子さんから高齢者までアリーナや緑の芝
生でたくさんのニュースポーツを体験できる
イベントです。種目は、パラ競技のボッチャ、
プチテニス、ミニテニス、バドミントン、ス
ラックライン、風船バレー、ソフトバレーボー
ル、玉入れ、走ってみよう！50ｍ、ストラックアウト、ミニサッカー、ラグビー
ゴールキック体験、野外活動（テント張り・丸太切り等）体験、一輪車など。そ
のほか、卓球室と温水プールの無料開放をします。キッチンカーもきます。体
育館シューズを持って直接会場へお越しください（申込不要、入場無料）。ご家
族やお友達と遊びにきてください。
共　催：武蔵野市スポーツ推進委員協議会、武蔵野市教育委員会

　3月4日（日）に武蔵野市ロードレース～第58
回市内駅伝競走大会、第27回市民健康マラソ
ン大会～を開催しました。春の日差しのもと、
中学校の部活動の有志や会社・地域の仲間同士
のチーム、ランナーが武蔵野陸上競技場に集い
ました。駅伝135チーム、マラソン198名、総
勢738名が陸上競技場をスタートし、沿道から
の熱い声援を励みにして、ゴールの市役所へ向
かって市内を駆け抜けました。
　また、市制施行70周年を記念して募集した愛称の最優秀賞受賞者溝畑茂治
さんへ表彰を行うとともに、愛称をプリントした記念Ｔシャツが参加者全員に
プレゼントされ、思い出に残る大会となりました。地域の大学からはボランティ
アとして学生の協力があり、5社の企業からは協賛をいただき安全かつ盛大に
開催することができました。（陸上競技場改修工事に伴い、平成31年3月の開
催はお休みします。）

　市のスポーツ情報のほか、民間スポーツ施設、ウォーキ
ングコース、健康遊具のある公園などを掲載しています。
生涯学習スポーツ課、総合体育館、各図書館、市民会館な
どで配布しています。スポーツ教室・野外プログラムを掲
載している「武蔵野市スポーツ・野外活動情報誌Do 
Sports！」（〈公財〉武蔵野生涯学習振興事業団発行）も
ご覧ください。

問 武蔵野ふるさと歴史館

現在、武蔵野ふるさと歴史館では、新たな企画展を実施しています。
江戸時代の末より世界に輸出されていた生糸の生産に用いるどうぐ、

武蔵野市域の人々の重要な食物であった「麦」の栽培、脱穀に用いるどうぐ、
また遊びどうぐでもあったコマやレコードなど、市域で使われていた「ま
わるどうぐ」に着目し「くらしのうつりかわり」と「どうぐのうつりかわり」
を見ていくというコンセプトの展示です。

武蔵野ふるさと歴史館からのお知らせ
～学校教育連携展示を開催中～

学校教育連携展示「まわるどうぐと武蔵野のくらし」
■期　間 4月26日（木）まで　※金曜日・祝日は休館です。
■会　場 武蔵野ふるさと歴史館
 第二展示室（企画展示室）・市民スペース
■入館料 無料

問 武蔵野総合体育館

申込みは不要ですので
直接会場へお越し下さい

展示のタイトルどおり、本企画展で
展示されている様々な資料は全て「ま
わるどうぐ」です。

展示室の様子

種　目
ボッチャ、キンボール、ドッヂビー、
ソフトバレーボール、 ソフトテニス、
ミニテニス、スラックラインなど

Sports for All

Sports for All　イベントを実施しています
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問 中央図書館

　3月10日（土）、大野田小学校けやきホールで表彰式を行い、クラブ活動や部活動、その他の活動において
優れた成果を残した市立小・中学校の児童・生徒15組を表彰しました。（敬称略）

　皆様からご応募いただきました1,027件の作品の中か
ら、審査の結果、以下の16名の方の作品が選ばれました
（敬称略）。 たくさんのご応募ありがとうございました。
受賞作品は、作品集（市内図書館で配布）に掲載します。

問 指導課　学校情報担当

全小・中学校に校内無線LAN環境と
タブレットPCを整備しました

武蔵野プレイスが最優秀ファシリティマネジメント（FM）賞を受賞しました！

　今年度、全市立小・中学校に校内無線
LAN環境を整備し、普通教室に教員が
授業で活用するタブレットPCを1台ず
つ導入するとともに、特別支援教室と難
聴通級指導学級に児童・生徒及び教員用
タブレットPCを導入しました。
　また、校内のPC教室のデスクトップ
PCをタブレットPCに入れ替え、PC
教室だけでなくタブレットPCを持ち出
して、普通教室においても児童・生徒が活用できる環境を整備しました。
　今後も子どもたちの学習意欲の向上や分かる授業を目指し、電子黒板機能付
きプロジェクターや今回新たに導入したタブレットPCなどの ICT機器を活用
した授業を推進していきます。
※ ICT：Information（情報）and Communication（通信）Technology（技術）の略

　市と（公財）武蔵野生涯学習振興事業団が、武
蔵野プレイスの設置、管理運営に関して最優秀賞
を受賞しました。この賞はファシリティマネジメ
ント（以下FM）に関する優れた業績等を表彰す
るために、公益社団法人日本FM協会が実施する
もので、今回は同館の図書館、生涯学習支援、市民活動支援、青少年支援など
の複数の機能を積極的に融合させた施設運営が評価されました。

　武蔵野市の小中学生向けの
生涯学習事業を一覧化し、お
知らせするものです。
　4月13日（金）より市役所5
階生涯学習スポーツ課や各図
書館、市民会館などでも配布
するほか、市ホームページに
も掲載します。

　第61回日本学生科学賞（読売新聞主催、全日本科
学教育振興委員会、科学技術振興機構共催、旭化成協
賛）の全国大会が行われ、中学の部環境大臣賞に、第
二中学校３年生の岸田彩花さんが選ばれました。
　サイエンスクラブを受講したことがきっかけで「人
工イクラ」（ぶよぶよしたゲル状の素材）に関心を持
ち研究を続け、この素材の研究成果が認められました。

　市民向けの生涯学習事業や子どもを対象とした文化・スポーツ・体験活動に
対して補助金による事業支援を行っています。
　詳しくは市関連施設で配布しているチラシまたは市ホームページをご覧くだ
さい。

　社会教育に関し、諸計画を立案したり、教育委員
会の諮問に応じて意見を述べたりする等、社会教育
についての様々な取り組みを行っています。

　市の教育に関する様々な施策は、教育長と4人の教育委員による会議で決
めています。この間、定例会を4回、臨時会を1回開催し、8の議案、4の協
議事項、33の報告事項について話し合いました。

◆協議事項など
・協議報告書（平成28～29年度）を作成しました。
・社会教育委員だより「こもれび」第3号を発行しました。
・定例会を開催しました。
◆東京都市町村社会教育委員連絡協議会について
・ 会長代理として本市の宇佐見議長が、平成29年度関
東甲信越静社　会教育委員連絡協議会第2回理事会に
出席しました。

・平成30年度から本市が会長市になります。

教育委員会の会議（12月～３月）

問 教育企画課　教育企画係

◆教育委員会定例会を傍聴しませんか？
教育委員会では毎月、定例会（臨時会）を開催しています。
定例会等は原則公開ですので、希望される方は、市役所５階教育企画課へお越

しください。
※議事により非公開になる場合があります。※当日傍聴前に申請書をご記入いただきます。

◆今後の定例会の予定　※変更する場合があります。
平成30年4月4日（水）10：00～、5月1日（火）10：00～、6月4日（月）9：30～

7月4日（水）13：30～

問 生涯学習スポーツ課　生涯学習係

問 教育企画課　教育企画係

◆吹奏楽
●第一小学校吹奏楽団
　第17回東日本学校吹奏楽大会 小学校部門 金賞
●第三小学校吹奏楽団
　第23回日本管楽合奏コンテスト 小学校部門  
　最優秀賞・ブレーン賞
◆水泳
●井口　詩音（二中1年）
　第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ
　夏季水泳競技大会　1～12歳クラス 女子50ｍ背泳ぎ 第7位
◆俳句
●船越　翠（四中3年）
　第56回炎天寺一茶まつり全国小中学生俳句大会 秀逸
◆書道
●北嘉多　莉歩（二小4年）
　第33回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会
　硬筆の部　全日本書写書道教育研究会賞
◆相撲
●佐藤　秀梧（二小6年）
　第20回東京都小学生相撲優勝大会 6年の部 3位
◆けん玉
●酒井　昌幸（三小6年）
　第29回全日本少年少女けん玉道選手権大会  
　男子の部 優勝
●田中　柚愛（桜野小3年）
　第29回全日本少年少女けん玉道選手権大会 
　タイム競技戦 女子の部 優勝

◆小説・童話・ずい筆
　大野　陽輝（五中1年）
◆詩
　該当なし
◆読書感想文
　水野　泰樹（四中2年）
◆読書感想画・POP・帯
　池山　ことみ（五中1年）

◆小説・童話・ずい筆
　中嶋　那美己（四小3年）
　林　いずみ（境南小6年）
◆詩
　磯部　絢葉（聖徳学園小1年）
　林　あかり（境南小4年）
◆読書感想文
　正田　久能（成蹊小3年）
　松田　航己（成蹊小6年）
◆読書感想画・POP・帯
　青木　咲奈（二小3年）
　髙橋　日菜（千川小5年）
　牧野　衣真（六中1年）

◆ラジコン
●加藤　航輝（大野田小5年）
　第8回タミヤ全日本オフロードチャンピオン決定戦
　2WDバギー・4WDバギー 優勝
◆ピアノ
●深田　真央（井之頭小3年）
　ピティナピアノコンペティション全国決勝大会 
　B級 入選
◆陸上
●坂井　義明（二中2年）
　第70回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
　男子1・2年 走幅跳 第3位
●村木　隆之介（四中3年）
　第56回東京都中学校総合体育大会兼第70回東京都中学校
　陸上競技選手権大会 男子共通 四種競技 第2位
◆ポスター
●本川　芽衣（四中3年）
　第9回環境教育ポスターコンクール 環境大臣賞
●阪本　かのん（六中2年）
　東京都明るい選挙ポスターコンクール 東京都優秀賞
◆お弁当コンクール
●小松　紗也果（六中2年）　
●三上　純怜（六中2年）
●的場　美咲（六中2年）
　第15回 中学生創造ものづくりフェア in TOKYO
　「あなたのためのお弁当」コンクール部門 優秀賞

◆小説・童話・ずい筆
　村上　蘭（井之頭小6年）
◆詩
　原　さくら（大野田小3年）
◆読書感想文
　佐渡　颯（成蹊小1年）
◆読書感想画・POP・帯
　笹川　智恵理（五中1年）

◦平成29年度◦　　武蔵野市児童生徒表彰 ／ 武蔵野市子ども図書館文芸賞

銀　賞

金　　賞 審査員特別賞

社会教育委員の会議

教育支援センターでは、専門の相談員（臨床心理士）が、子育て、
心や身体の発達、いじめ、不登校などの相談をお受けします。

所在地　吉祥寺北町 4-11-37　大野田小学校　地下１階
受　付　月～金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00

教育相談 ☎0422‒60‒1899

問合せ 指導主事……………………………………………………………………（60）1898
教育企画課 教育企画係 …………………………………………………（60）1894
教育企画課 教育調整担当 ………………………………………………（60）1972
教育企画課 財務係 ………………………………………………………（60）1895
指導課　教職員担当………………………………………………………（60）1896
指導課　学校情報担当……………………………………………………（60）1253
教育支援課　学務係………………………………………………………（60）1900
生涯学習スポーツ課 生涯学習係 ………………………………………（60）1902
生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係 …………………………………（60）1903
武蔵野市総合体育館  ……………………………………………… （56）2200
武蔵野ふるさと歴史館……………………………………………………（53）1811
中央図書館…………………………………………………………………（51）5145
吉祥寺図書館………………………………………………………………（20）1011
企画調整課　オリンピック・パラリンピック担当……………………（60）1970

平成30年度版 「講座まるごとナビ」を配布

生涯学習事業費補助金／
子ども文化・スポーツ・体験活動団体支援事業費補助金の募集を開始

サイエンスクラブ卒業生が
日本学生科学賞　環境大臣賞受賞!!

左上：
大野 陽輝さん
右上：
水野 泰樹さん
左：
池山 ことみさん

第一小学校吹奏楽団の皆さん

酒井 昌幸さん（左）
田中 柚愛さん（右）

加
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航
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ん


