小・中学校での新型コロナ
ウイルス感染症対策について

生徒、教職員の安全を確保する

中学校では、三密を避け、児童・

な支援として、手指接触の機会

ウイルス感染症対策強化に必要

各小・中学校への新型コロナ

小・中学校の水道蛇口を
自動水栓とレバーハンドル式
水栓に交換しました

ために、様々な場面で工夫をし

を避け感染のリスクを低減させ

６月の学校再開から、各小・

ていま す 。

場の蛇口をセンサー式自動水栓

した。

ンドル式の水栓に、取り換えま

に、水飲み場の蛇口をレバーハ

ることを目的に、トイレ手洗い

○水飲み場でソーシャルディス
タンスを確保する工夫

新型コロナウイルス感染症対策について
○適切な手洗いについて理解で
きるよう、立体模型を作成し、
掲示 し た 。

山下教育長からのメッセージ

Ａスクール構想の目的を達成

するために、学びの革新を図

っていかなければなりませ

ん。子どもたちの新しい学び

を創造することは、ウィズコ

ロナを実践する学校の新しい

生活様式への対応にもつなが

ります。
昭島市教育委員会は、

今年度中に、児童・生徒に一

人一台の端末を配備するとと

もに、通信環境の改善を仕上

す。また、保護者や地域の皆

たちを誇りに思っておりま

っかりと実践している子ども

生活に向き合い、工夫し、し

あっても、自他を守るための

の収束が未だ見通せない中に

新型コロナウイルス感染症

中から必要な情報を取捨選択

ついて吟味し、様々な情報の

は、情報の正確性や公平性に

の情報を活用するにあたって

いります。インターネット上

びを深める授業を創造してま

な見方・考え方を働かせて学

の情報を基に学び合い、多様

ちが必要な情報を収集し、そ

げます。その上で、子どもた

様に温かいご理解とご協力を

する能力を高める必要があり

上のトラブルにおいて、子ど

いただく中で、教育活動を着

もたちが被害者にも加害者に

実 に 進 め て く る こ と が で き、

各学校においては、既存の

ます。また、インターネット

学 習 活 動 や 行 事 等 を 見 直 し、

もならないようにするための

今まで学校が積み上げてき

指導も、更に充実させていく

た指導技術と、新しく導入し

様々な工夫を図ることで、学

対話的な活動を通して学びを

びの充実に向けて取り組んで

深める活動や、交流を通して

て い く 指 導 技 術 を 融 合 さ せ、

必要があります。

相 互 理 解 を 図 る 活 動 等 で は、

す。

の成長につなげてまいりま

温故知新の精神で子どもたち
ろです。

苦労する場面も見られたとこ

まいりました。
しかしながら、

改めて御礼申し上げます。

昭島市教育委員会教育長
山下 秀男

これからの学校は、ＧＩＧ

1

センサー式自動水栓
レバーハンドル式水栓

学校でのソーシャルディスタンス
掲示板での呼びかけ
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「ＧＩＧＡスクール構想」と
は、文部科学省が進めている「一
人一台端末と、高速大容量の通
信ネットワークを一体的に整備
することで、多様な子どもたち
を誰一人取り残すことなく、子
どもたち一人一人に公正に個別
最適化され、資質・能力が一層
確実に育成できる教育ＩＣＴ環
境を実現する」構想です。
ＧＩＧＡスクール構想により
学校に教育ＩＣＴ環境が整備さ
れることで、子どもたち一人一
人の反応を踏まえた双方向型の
授 業が可 能となる 「 学びの深
化」と、一人一人の教育ニーズ
や学習状況に応じた個別学習が
可能となる「学びの転換」が進
むことが期待されています。

ＧＩＧＡスクール構想とは？

昭島市においても、ＧＩＧＡ
スクール構想の土台となる、市
立小中学校の児童・生徒に向け
た一人一台の端末環境と、高速
大容量の通信ネットワーク環境
について、一体的に整備を進め
てきました。
令和３年２月までに、一人一
台の端末及び端末を充電しなが
ら保管できるキャビネットの配
備と、端末を各教室で使うため
の通信ネットワーク環境の強化
を終え、令和３年度から本格的
に活用していけるよう、準備を
進めています。
昭島市では、Ｇｏｏｇｌｅ社
のＣｈｒｏｍｅ ＯＳを搭載し
た 端 末（ Ｃ ｈ ｒ ｏ ｍ ｅ ｂ ｏ ｏ
ｋ）を導入します。この端末は、
ノートパソコンに似た形状です
が、タッチディスプレイでの操
作とキーボードでの操作の両方
が可能で、小学校低学年から中
学生まで、幅広い世代で多様な
使い方ができるものです。
端末の本格的な活用に向け
て、教員に向けた活用マニュア
ル の 作 成 を 進 め て い ま す。 ま
た、児童・生徒が学習の場でＩ
ＣＴ機器に触れる機会が増える
ことから、メディアリテラシー
教育の一層の充実を図っていき
ます。

昭島市の取組について

～ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて～
令和３年度より一人一台端末の活用が始まります

導入する端末のスペック

端末
ＤＥＬＬ
３１００

―１

３６０度

ＯＳ

２―

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ

OS
Ｃｈｒｏｍｅ

in

２― ―１型

．６インチ

ディスプレイ
回転式

㎏

41

㎝

×厚さ約２㎝

㎝×横約

サイズ
縦約

重量
１．

20

in

30

11

◆一斉学習の場面での活用

～一人一台端末の活用イメージ～
「すぐにでも」「どの教科でも」「誰でも」使えるＩＣＴ
（文部科学省資料より抜粋）

◆検索
 サイトを活用した調べ学習

・誰もがイメージしやすい教材
提示
・一人一人の反応や考えを即時
に把握しながら双方向的に授
業を進める。

・デジタル教材を活用し、一人
一人の学習進捗状況を可視化
・様々な特徴を持った生徒によ
りきめ細やかな対応を行う。

◆一人一人の学習状況に応じた
個別学習

・一人一人が情報を検索し、収
集・整理
・子どもたち自身が様々な情報
にアクセスし、主体的に情報
を選択する。

◆文章作成ソフト、
プレゼンソフトの利用

・子どもたち一人一人が考えを
まとめて発表
・共同編集で、リアルタイムで
考えを共有しながら学び合い

2
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令和二年度
「子どもの主張
意見文コンクール」
について

フォレスト・イン昭和館
宿泊体験行事について

ン昭和館における一泊二日の宿

内小学校では、フォレスト・イ

十月末から十二月にかけて市

あるコンクールです。今年度は、

今年で 回目を迎える伝統の
新型コロナウイルス感染症対策

◆ラグビー体験
栗田工業のグラウンドでラグ
ビー体験が行われました。栗田
工業ラグビー部の方から、丁寧
に指導していただきました。

信することで、生産者である農

家の方と、消費者である子供た

ちを繋ぐ役割を担いたいと思っ

ちへの情操教育や郷土愛の醸成

活用によって、昭島市の子供た

学校給食における
地産地消の取組

昭島市教育委員会では、地域

ています。地場産物の効果的な

の生産者、農業協同組合と協力

に寄与することができます。

共同調理場校において「昭島

をしながら、学校給食における

産野菜の味噌汁」を提供した際

泊体験行事が 行 わ れ ま し た 。

地産地消の取組を推進し、昭島

の観点から、例年行っていた発

産の野菜、果物、米、鶏卵を学

各学校の様子について、いく
つか紹介しま す 。

表は行わず、事前審査で選ばれ

た生産者から
『みんなと同じで、

た最優秀賞・優秀賞６名の表彰

昭島で育った昭島の野菜です。

には、野菜を納品していただい

度は、昭島市の伝統野菜である

校給食で使用しています。今年

「拝島ねぎ」を共同調理場に納

◆開校式
フォレスト・イン昭和館内の

だきました。その言葉は、直接

シルバンホールで、開校式が行

教室へ訪ねて伝えた他、「こん

〈敬称略〉

ろけるように柔らかく、甘くな

だてメモ」を通して児童・生徒

美味しく食べてくださいね。』

るという特徴がある一方で、栽

という素敵なメッセージをいた

◆夕食（テーブルマナー講座）

培が難しく、栽培を続ける生産

めていただくことができました。

夕食時には、テーブルマナー

「拝島ねぎ」は、加熱するとと

講座が行われました。ホテルの

われました。

（つつじが丘小六年）

市川 美緒
「思いやりのリレー」

キングが行われました。グルー

庭園で、夕食後にナイトハイ

した。「拝島ねぎ」を題材に扱

携をして食育の授業を実施しま

校では、生産者と栄養教諭が連

ていきたいと考えています。

地産地消の多様な可能性を広げ

今後も、地域との連携を図り、

プを組み、庭園を回りました。

での提供に加えて、市内の小学

へ発信いたしました。

◇ 最優秀賞

【小学校の部】

式のみ執り行いました。

◆ナイトハイク

者が限られています。学校給食

寧に説明していただきました。

するためのルールについて、丁

方から、みんなで楽しく食事を

◇ 優秀賞
佐藤 彩光 （玉川小六年）
「小さな発見から」
根本 美優
（拝島第二小六年）

伝統野菜の魅力について、生産

った際には、
伝統を守る意味や、

者からお話をしていただきまし

「美しい空を守るために」
◇ 最優秀賞

つながる、流通コストの削減に

鮮で美味しい、地域の活性化に

「地産地消」には、品物が新

た。

【中学校の部】
島崎 美咲 （昭和中三年）
「もったいない」

つながる等の特長があるとされ

◇ 優秀賞
浅沼 樹里 （福島中二年）

ています。学校給食は、ただ地

「『みんなで壁を乗り越えられ
る』社会に」

場産物を使って給食を作るとい

うだけでなく、その食材の背景

佐藤 楓冴 （拝島中三年）
「災害が起こる前の準備」

にある作り手の思いや願いを発

3
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税についての作文の
入賞者を決定

市内の中学生が応募し、審査
の結果、次の方を入賞者に決定
しました。
〈敬称略〉
【税についての作文】
久保田 祐花（拝島中３年）

◇昭島市長賞
◇昭島市教育長賞
廣瀬 智（拝島中３年）
◇立川都税事務所長賞
松尾 彩香（拝島中３年）
優秀賞

◇多摩
 納税貯蓄組合連合会

第 回昭島市成人式

部制で開催しました。市長挨拶

ごとに午前の部、午後の部の二

※詳しくは指導課学務係へ

連絡してください。

が、活動できなくなった場合は

内線２２３８

に続き、来賓のご祝辞と実行委
員の誓いの言葉で厳かに執り行
われました。残念ながら今年は
実行委員企画の抽選会は実施で
きませんでしたが、検温や消毒
を徹底し、写真撮影時にもマス
クを着用していただく等、新成
人の方にも感染症拡大防止にご
協力いただきました。

子どもを守る協力者を募集

るお祝いの言葉について

（報告事項）

の情報交換会について

●教育
 委員と市立小中学校長と

ほか８件

第１回定例会（１月 日）

（議 案）

ほか１件

●令和
 ３年度昭島市立学校校長
等の任用に関する内申につい

て

（協議事項）

●昭島
 市いじめ防止対策推進基
本方針の改正について

年１月７日から 日まで、市役

受賞作品については、令和３

名（ 対 象 者 １， ０ ２ ５ 人 ） で、

を祝いました。来場者は５９３

成人式が行われ、新成人の門出

ォレスト・イン昭和館において

通学路やその周辺のパトロール

として、自分の都合に合わせて

守るため、
「通学路安全連絡員」

子どもの登下校時の安全を

ロナウイルス感染症対策のため

「 昭 島 市 立 小・ 中 学 校の新 型コ

ート」の調査結果について

●令和
 ２年度「昭島市立学校の
児童・生徒及び保護者アンケ

ほか１件

所市民ロビーにてパネル展示を

のため、恩師の先生方にもご出

コロナウイルス感染症拡大防止

備を進めてきました。今回新型

が約半年間にわたり企画し、準

求められるようご協力いただき

もが危険を感じたときに助けを

業所にプレートを掲示し、子ど

ポくんの家」として、自宅や事

子どもの緊急避難場所「ピー

▽音楽ＣＤ ４００枚

「児童の情操教育のために」

Sean North

教育委員会の動き

ほか 件

●令和
 ３年度教育施策推進の基
本的考え方について

（報告事項）

第２回定例会（２月 日）

ほか６件

▽非接触式電子体温計

席を見合わせていただき、ビデ

ます。

第 回定例会（ 月 日）

18

式典は新成人７人の実行委員

オメッセージを募集しました。

申請書（市役所学務係にあり

（協議事項）

度昭島市立学校入学式におけ

●令和
 ２年度昭島市立学校卒業
式における告辞及び令和３年

17

◎ご協力いただける方は
／市ホームページからダウンロ
ードも可）を市役所学務係へ提
出してください。
なお、今まで登録していた方

12

実行委員がいただいたメッセー
ジを１本の動画に編集し、当日
は受付や司会進行も務めまし
また、感染症拡大防止にあた

た。
り人数を半減するため、学校区

12

12

栗田工業株式会社

に」

◎通学路安全連絡員

21

を行っていただきます。

１月 日（成人の日）に、フ

ピーポくんの家のプレート

ご寄付ありがとうございました
（敬称略） （報告事項）

通学路安全連絡員の腕章

◎ピーポくんの家の登録者

重野 ひなこ（拝島中３年）

67

11

参加率は５７．９％でした。

実施しました。

14

4

