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児童・生徒へ１人１台 の パソコン環境 が 整備 されます
国立市教育委員会では、『GIGA スクール構想（文部科学省）
』 に基づき、学校の高速通信ネットワーク通信の環境整備と、児童・生徒
に学校内で使用する１人１台のパソコンの整備を行っています。児童・生徒一人ひとりに個別最適化された学びを提供するために、学校教
育における ICT 機器の活用を進め、国立市立学校の子どもたちの教育活動のより一層の充実を図っていきます。
なお、ICT 機器の活用はこれからの学校教育に必要不可欠なものであり、基盤的なツールとして最大限活用していく必要がありますが、
その活用自体が目的ではなく、これまでの学校教育が培ってきた教師による対面指導や子ども同士による学び合い、地域社会での多様な体
験活動をより一層重視し、ICT 機器も活用しながら、協働的な学びを実現し、多様な他者と共に問題の発見や解決に挑む資質・能力を育成
することを目指してまいります。
教育指導支援課

高速通信ネットワーク
環境の整備

１人１台パソコンの整備
c h r o m b o o k（クロームブッ
ク）を使用します。パソコン
の立ち上げまで時間がかから
ず、開くとすぐに使用できます。画面に直接タッ
チできるタッチ式パソコンです。キーボードでの
入力も可能です。

これまで、廊下に設置して共
有していたアクセスポイントを、
全ての教室（特別教室を含む）に設置しました。
また、快適に使用できるよう、インターネット
へ接続する回線の増幅も行っていきます。

各教室への充電保管庫の設置
利便性向上のため、各教室に児童・生徒
用パソコンの充電保管庫を設置しました。
このことにより、児童・生徒がパソコン
を授業中必要な時にいつでもすぐに活用できるよ
うになりました。

クラウド型教育用
アプリケーションの導入
学習支援ソフトとして、
「ミライシード（教育用
アプリケーション）
」を使用します。児童・生徒
のドリル学習や授業における共同学習など、ICT
機器を活用した学習を推進します。

１人１台パソコンの整備後、学校教育ではこれまでの教育実践の蓄積と ICT を活用し、
「学習活動のより一層の
充実」や「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」に取り組みます。

１人１台パソコンを活用した学びの姿の例
一斉学習

個別学習

協働学習

・机 間 指 導 の み な ら ず、
パソコンを活用し授業
中に一人一人の反応を把握し、双方向型
の一斉授業が可能

・一 人一人の個別ニーズ
に合わせた学習を進め
ることができる（ドリル学習等）
・調べ学習や、文章作成や発表などの活用

・一 人一人が記事や動画
等を集め、独自の視点
で情報を編集できる
・各自の考えを即座に共有し、共同編集が
できる（多様な意見に触れられる）

たとえば、国語の学習では…

・児童・生徒がパソコンに書き出した考え
を教員が集約し、似た意見や分類・分析
を即座に行い、児童・生徒全体へフィー
ドバックします。また、自分の考えを即
座に友だちとパソコンで共有できます。

たとえば、算

数（数学）の学習では…

・児童・生徒が単元末にパソコン上のドリ
ルソフトを使用し、学習履歴（チェック
テスト）で正答率が低かった問題に重点
的に取り組むことができます。

た とえば

、社会（地理・公民・歴史）の学習では…

・イ ンターネットで収集した情報を分析
し、分かりやすく加工して発表します。
また、１つの資料をグループなど共同で
編集し、より良い資料へ改善させます。
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▲

▲

なわとびキャンペー
ンで元気に運動をし
ました（五小）

▲
▲ 5 年生が助産師から命の誕生などの話を
伺いました（六小）

美化活動で校庭の落ち葉
１年生が６年生を送る会の
集めをしました（八小）
合奏練習をしました（四小）

▲ 4 年生が
天神太鼓の体験をしました（一小）

▲
算数少人数の研究授業の
様子です（三小）

▲

伝統の二松ソーランを
ミニ運動会で披露しま
した（二小）

3 学期の 様子

▲

オリパラ講演会
で大山妙子元女
子バスケット
ボール選手に来
ていただきまし
た（二中）





ボランティア生
徒が一橋大学バ
ス停付近の花壇
に花を植えまし
た（一中）

▲

１・２ 年 生 の 選 抜
された代表班が
ＳＤＧｓ学年発
表 会 で、 発 表 を
行いました
（三中）

▲運 動委員がなわとびの技のビデオを
作成しました（七小）

▲



日光移動教室 を 実施 しました

令和２年度

児童・生徒及び教職員表彰

東京都教育委員会児童・生徒等表彰
国立第二小学校 第４学年
岡本 蓮太郎 さん
川越
福島 稔 さん
渡邉

佳太朗 さん
泰成 さん

佐藤
渡里

駿平 さん
湊 さん

地域の公園で迷子になった子どもを捜している母親に自ら声を掛け、母親
と一緒に公園内を探し、迷子の子どもを発見しました。
教育指導支援課

文化庁 令和２年度戦略的芸術文化創造推進事業
「次のにない手を育成する子ども向けコンテンツ制作事業」

～３校でパントマイムを鑑賞しました～

コロナ禍で、予定していた行事等が縮小や中止になってしまった子どもたちに、
ひと時の至福の時間を味わっていただきたい、最高に楽しい良い思い出の１日が
実現できたらと「カンジヤマ・マイム」に国立第四小学校・国立第一中学校・国
立第二中学校でパントマイムの公演を行っていただきました。人間の身体の極限
の可能性を楽しさいっぱいの味付けで披露してくださり、子どもたちは、笑って、
考えて、感心して、感動していました。
教育指導支援課

▲湯ノ湖の散策
日光東照宮（陽明門）の見学

▲

12月７日
（月）から３期に分かれ、国立市立小学校の６年生が２泊３日で日光
に行きました。例年は、６月中旬頃に実施している日光移動教室ですが、社会情
勢を踏まえ本年度は 12 月に実施しました。
新型コロナウイルス感染症対策として、バスの台数を増やし、またバスの中や
食事中は会話をしない等の制限を行いました。
気温が低いためハイキングなど野外での活動が難しい状況ではありましたが、
雪が舞う中、夏とは違う冬の奥日光の自然を感じることができました。また、博
物館や美術館など屋内での鑑賞・体験を中心に学習に取り組みました。６年生に
とって、小学校生活の良い思い出となりました。
教育指導支援課

令和4年度

就学児童の就学相談受付期間について
小学校入学時に、特別支援学級や特別支援教室等の利用を開
始できるようにするための就学相談についてですが、令和４年
度就学児童の受付期間を以下のとおりとさせていただきます。

令和３年４月１日から令和３年７月 31 日まで
お申込み先 042-576-2111（内線 337）

指導支援係就学相談担当

ここ数年、申込件数が増加する中で、年度内に計画的かつ丁
寧に相談業務を進めるために、これまでよりも早い申込締切とさ
せていただきます。小学校就学に向けてご検討されている場合は、
締切日までにお申し込みください。
なお、
「特別支援教育説明会」を令和３年５月７日（金）午前
中に開催予定です。この会の際にも就学相談のお申し込みを受け
付けますので、詳しくは、４月に在籍園から配布される案内チラ
シ及び４月の市報の案内をご確認ください。
ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
教育指導支援課

医療従事者の方々への感謝の気持ちを伝える取組について
各校では、コロナ禍の中で、日々、私たちの命を守ってくださっている医師や看護師をはじめとする
医療従事者の方々に向けて、感謝や応援の思いを伝える活動を行っています。東京都の呼びかけにより、
医療従事者の方々にお手紙を書いた学校もありました。今回は、２校の取組を紹介します。
【国立市立国立第四小学校】
現在の医療体制、健康と安全を守
るための自らの律した行動、偏見を
もたないことなどを子どもたちと話
し合い、コロナ専用病棟を作り、日
夜医療従事者の方が働いてくださっ
ている多摩総合医療センターへ、１・
２年生の児童から「感謝のお手紙」
を贈りました。

【国立市立国立第二中学校】
２年生が、
「特別の教科 道徳」の授業で、コロナ感染症
から生まれる「不安・差別・偏見」について深く考え、美
術の授業で「コロナに負けないカルタ」を制作しました。
当たり前の生活が変化し、感じていること、今自分たちに
できること、最前線で支えてくださっている方々への感謝
の気持ちなどを込めました。
「コロナに負けないカルタ」は、
３月末まで校舎南側（さくら通り沿い）のフェンスに貼り
出されています。

教育指導支援課
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「YA すたっふ」 募集！

「YA（ヤングアダルト）すたっふ」を募集します。令和 2 年度は、
中学生 11 人、高校生 7 人、大学生 1 人、図書館職員 3 人で活動しました。
感染症対策で ZOOM を使ってミーティングを行い、おすすめの本を
紹介しあったり、学校の部活や文化祭がどうなっているかお喋りをした
りしました。
1 月には、例年 YA すたっふが準備・企画をしているブラインドブッ
クフェアを行いました。
図書館や本が好きな人、イベントの企画や運営に興味がある人、ぜひ
一緒に活動しましょう。応募をお待ちしています。
【活動】
対象
市内在住、在学の中学生以上の 10 代の方
回数
毎月一回程度
場所
中
 央図書館または北市民プラ
ザ、オンラインミーティングの
ときは ZOOM を使用します。
費用
無料
【募集】
人数
10 名程度
応募
中央図書館へ電話または直接申し込み
締め切り
5 月 7 日（金）
【第一回目の打合せ】5 月 16 日（日）午前 10 時から正午
中央図書館 YA サービス担当 ☎ 576-0161

「くにたち電子図書館」
サービスを始めました

くにたち図書館では、新型コロナウイルス感染拡大防止の一環とし
て、非来館型サービスの充実を図るため、２月 24 日（水）から電子図
書館サービスを開始しています。
電子図書館は、市内在住・在学・在勤でくにたち図書利用カードをお
持ちの方であれば、ご自身のパソコン、スマートフォン、タブレット等
から利用できます。24 時間365日いつでも図書を借りられること、来
館せずとも図書を閲覧できることなど、様々な利点があります。
既に有効期限内の図書利用カードをお持ちの方は、図書館ホームペー
ジから電子図書館ホームページにアクセスしてご利用になれます。利用
方法はとても簡単ですので、この機会にぜひ、くにたち電子図書館をご
利用ください。
●利用案内
対 象 者 市内在住、在学、在勤の図書館利用登録者
貸出冊数 ２冊
貸出期間 ２週間
予約冊数 ２冊
取置期間 １週間
貸出延長 １回、延長処理日から２週間
※詳細はくにたち電子図書館ホームページをご覧ください。
中央図書館 ☎ 576-0161

令和３年

「ブラインドブックフェア」
を行いました

1 月 4日（月）～1月31日（日）、中央図書館で第 3 回「ブラインドブッ
クフェア」を行いました。これは、図書館の本を新聞紙で包み隠し、
添えられた紹介文をヒントに本を借りていただくイベントです。紹介
文は、YA すたっふ（図書館の中高生ボランティア）と図書館職員に
加えて、今年度は市民の皆様からもお寄せいただきました。市民の皆
様からは、親子で読みたくなる可愛い紹介文や、びっしりと書かれた
文字から本への愛情が伝わってくる
紹 介 文 な ど、 計 26 枚 を い た だ き ま
した。ありがとうございました。
開始 2 週間で用意していた本が足
りなくなって追加するほどの盛況ぶ
りで、一か月のイベント期間に 168
冊の貸出がありました。
利用者からは、
「 中高生（YA すたっ
ふ）の感性の豊かさを感じた」「紹介
文とは違う感想をもった」「自分には
簡単だったが息子に薦めてみようと
思った」「作家との良い出会いになっ
た」、子どもたちからは「さがすのが
むずかしい本でおもしろい本だった
のでうれしかった」「えんちょうして
ほしい」などの感想がありました。
中央図書館 YA サービス担当 ☎ 576-0161

「赤木かん子」さんをお招きして
講演会を実施しました
12月6日（日）、児童文学評論家の赤木かん子さんを講師にお迎えし、
学校関係者・司書、保護者の方などを対象に「子どもの調べ学習 基
礎基本」を開催しました。28名の参加がありました。
調べ学習はやり方や手順が分かれば子どもにとって興味が持ちやす
いとし、テーマの決め方から百科事典の使い方、報告書の書き方につ
いて、小学生にどう教えていけば良いかを実習を交えながら、2 時間
に渡ってお話ししていただきました。
参加した方からは「子どもの調べ学習のやり方がとてもよく分かっ
た」「調べ学習のやり方は授業中だけなので、毎週やっている読み聞
かせの前に少し取り入れたい」「物語を読ませることに重きを置いて
いたが、図鑑や事典等の本の大切さが良く分かった」などの感想が寄
せられました。

国立市成人式を開催しました！

１月11日
（月・祝）
成人の日に、くにたち市民総合体育館にて令和３年
国立市成人式を行いました。
今回は、午前と午後の２回に分けての実施や、例年実施していたケー
キパーティを取り止めるなど、さまざまな新型コロナウイルス感染症対
策を行ったうえでの開催となりました。
成人式準備会メンバーによる企画映像「For Your Future ～恩師
からのメッセージ～」では、新成人の小学６年生と中学３年生を担任し
た市立小中学校の先生方からメッセージをいただき、一つの動画にまと
めたものを上映しました。
当日は、午前と午後合わせて 424 名の新成人が参加し、懐かしい友人
との再会を喜んだり、映像で恩師の姿を見て楽しんでいる様子でした。
成人を迎えた皆様の更なる飛躍をお祈り申し上げます。

中央図書館☎ 576-0161

図書館に寄付をいただきました
今年１月に匿名のお手紙と現金２万円が中央図書館あてに届きまし
た。市への寄附として大切に活用させていただきます。
中央図書館☎ 576-0161

「くにたちの生涯学習ガイド」ができました

▲成人式準備会メンバー

▲新成人代表のスピーチ

生涯学習課

生涯学習課が行っている事業や、
公民館、図書館の施設情報などを
ひとつにまとめて紹介したリーフ
レットを作成しました。市内の公共
施設で配布していますので、ぜひお
手に取ってご覧ください。
生涯学習課

第162号
（4）

給 食 費 の 納 入 に つい て

給食費改定で

学校給食の献立内容がより充実しました！

ご協力を

保護者の皆様から納入していただいた給食費は、
食材の購入に使用して
います。
給食費を納入していただけませんと、献立内容にも影響し、結果的に児
童生徒に影響が及ぶとともに、
給食費を納めていただいている保護者との
間に不公平が生じることとなります。
年度末も迫っておりますので、
給食費の納め忘れのないようご協力をお
願いいたします。
学校第一給食センター ☎ 572-4177

今回の給食費改定を児童生徒や保護者の皆様に目で見える形で還元し、
実感していただけるよう献立を工夫しています。
10 月からは、約20 年ぶりに牛肉の使用を再開しました。牛肉は、
国産と
し個体識別番号や産地等を確認したうえで使用し、
ビーフカレー、
牛丼、
す
き焼き、
スタミナ焼肉等の献立で提供しています。
この他、パン、魚介類、
冷
凍加工品は高価なものなども幅広く使用できるようになりました。
給食費改定で、デザートの回数増加により品数が増えるなど、様々な食
材を幅広く提供できるようになり、
より彩り豊かな給食になっています。
「おいしい給食をみんなの思い出にしてほしい」
という栄養士の想いが込
められています。
毎日の学校給食をお楽しみに。

国立市教育委員会研究奨励校
国立市教育委員会では「特色ある開かれた学校づくり」を国立市
立小・中学校で推進するため、研究奨励校制度を設けています。奨
励校は、研究活動の成果を研究発表会や研究紀要等を通じて市全体
へ還元します。今年度は、国立第三小学校が、２月26日（金）に発表
を行いました。
本校はそれまでの校内での研究実践を踏まえながら、国立市教育
委員会研究奨励校として二年間にわたり研究を深めてきました。
「自
ら価値ある問いを生み出す児童の育成」を
研究主題とし、児童が価値ある問いをもつ
ことに焦点化した研究に取り組みました。
本校の研究は、市内の全教員で共有し、
各校においても、授業改善の一助として研
究成果を活用し、日々の授業改善に取り組
んでまいります。
教育指導支援課

▲小学校献立（令和3年1月22日）
もちむぎごはん
たんざくたまごスープ
スタミナやきにく
あんにんゼリー
ぎゅうにゅう

▲中学校献立（令和2年12月11日）
ご飯
すき焼き煮
千草焼き
山芋大根サラダ
（ノンオイルしそドレッシング）
青りんごゼリー
低温殺菌牛乳

学校第一給食センター

第二

校の
学
小

建 替 えを す すめ

☎ 572-4177

てい

ます

学校トイレの洋式化率 が
目標に達しました！

東京都は、令和２年度までに学校のトイレの
80％を洋式化する目標を掲げていました。国立
市でも、この目標に合わせ「各校のトイレ洋式化
率をそれぞれ 80％以上とする」ことを目指して、
計画的に洋式化を進めてきました。
ここで令和２年度のトイレ洋式化工事が完了し、全校で 80％以上の洋式
化を達成することができました。
今後につきましても、学校現場の声を聞きながら、トイレの改修や学校の
建替え等の際に、必要に応じて洋式化を行っていきます。
教育総務課

国立市立小・中学校に通う児童生徒の保護者のうち、教育費にお困りで世
帯の所得合計が一定基準に満たない保護者に対し、学校で必要な教育費の
一部を援助しています。
令和３年度申請の受付開始は、令和３年４月１日
（木）
です。
来年度小学１年生になるお子さま（入学前準備金を申請されたお子さまを
除く）
、小学４年生、中学１年生になるお子さま、今まで申請されたことのな
いお子さまがいる場合に申請が必要です。
詳細については、３月下旬までに学校を通じて配付する「令和３年度就学
援助受付のお知らせ」をご覧ください（４月に小学１年生になるお子さまには
学校を通じて４月初旬に配付します。
）
。
教育総務課学務保健係（41 番窓口）

教育委員会の動き

教育委員会は、前号でお知らせし
た以降、 月から２月まで定例会を
３回開催いたしました。
〈主な議案〉
・国立市図書館運営規則の一部を改
正する規則案について
・令和３年度教育費予算案について
〈主な報告事項〉
・新型コロナウイルス感染症対策に
伴う学校教育活動、社会教育事業
等の対応について
・令和３年度国立市教育施策事業予
算案の調整状況について
・「ふ
 れあい月間」（令和２年度第１
回）実施後の調査（不登校・いじ
め）に関する報告について
・令和３年国立市成人式の実施報告
について
・令和３年度教育委員会各課の事業
計画について
教育総務課
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国立市では、老朽化に伴う国立第二小学校の建替え事業に取り組んで
いますが、その際は周辺の公共施設との一体的な建て替え
（複合化）を行
います。新しい学校では防犯やセキュリティに配慮を行いながら、集会
施設や学童保育所も同じ敷地に建設
（複合化）
する計画をすすめています。

複合化とは

就学援助制度のお知らせ

12

これからも地域とともにある学校を目指します

複数の公共施設を集約して整備することにより、
機能の共有による
多機能化・高機能化や、施設利用者同士の交流促進、地域の拠点形成
を図ることができ、
充実した施設となります。
今回、登所児童の安全確保のため西学童保育所の機能の一部（※）
と、
地域に開かれた学校や多世代交流の具現化による地域活性化のた
め西福祉館を移転し、
二小敷地内に複合施設棟を建設します。
（※）複 合施設に新設する学
童保育所は、国立二小
の児童が対象です。

教育総務課教育施設担当

を寄付していただきました
「天神米」

▼国 立第六小学校の花壇を
東京みどり農業協同組合の国立地区米生産部
彩る葉牡丹
会から、市立中学校の３年生に天神米を寄付し
ていただきました。「天神米」は谷保天満宮で
種もみのお祓いを受け栽培されたお米で、「家
内安全」や「学業成就」等の願いが込められて
います。卒業を間近に控え、今後新しい道に進
んでいく中学３年生を地元産のお米で応援した
いとのお気持ちから、生徒に贈呈されました。
教育総務課

