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　教育委員会では、他の模範となる行いをした児童・生徒又は芸
術、文化、スポーツ等の分野で活躍し、優秀な成績を収めた児童・
生徒を表彰しています。表彰対象者は下記のとおりです。

　小・中学校で長年にわたり、授業中・放課後・夏休みの学習支援、クラブ・部
活動指導、農業・伝統文化等の体験指導、学習環境整備など、様々な分野で学校
支援ボランティアとして活動された方々に、教育委員会から感謝状を贈呈してい
ます。本年度は、３４名、１４団体に感謝状を贈呈しました。

2015年度町田市教育委員会児童生徒表彰2015年度町田市教育委員会児童生徒表彰

学校名 名　前 活動内容
町田第三小学校 辻　結真 バドミントン
町田第六小学校 橋本　銀河 発明
本町田小学校 井上　雄斗 サッカー
南第二小学校 畠田　千愛 体操

成瀬中央小学校
山下　陽生 サッカー
甲斐　翔大 サッカー

鶴川第二小学校
當仲　優樹 テニス
鹿野　武俊 陸上
工藤　貴博 発明

鶴川第四小学校
渋谷　緋秀 統計グラフ
松澤　結衣 統計グラフ

大蔵小学校
荒嶽　茜 空手
大槻　紘生 発明

小山田小学校 阪田　優人 空手
忠生第三小学校 小宮　愛結 写真
小山小学校 澤木　心愛 レスリング

小山ヶ丘小学校
上野　真聡 空手
佐藤　美夢 柔道
佐藤　龍治 柔道

大戸小学校

佐々木　隆喜 伝統文化の継承
関根　乃亜 伝統文化の継承
馬場　虹羽 伝統文化の継承
宮内　野乃花 伝統文化の継承

活動校 名　前 支援内容
町田第三小学校 藤山　幸代 学習支援

本町田東小学校
熊澤　洋 学校支援
高橋　麻希 図書

本町田小学校 村田　雄次 学習支援
南第二小学校 手島　秀一 学校支援
つくし野小学校 石原　謙一 学習支援
小川小学校 遠藤　久美子 クラブ・部活動
鶴間小学校 別府　温夫 クラブ・部活動
鶴川第三小学校 津田　千枝子 環境整備・美化
鶴川第四小学校 神吉　晃子 クラブ・部活動
大蔵小学校 中溝　孝夫 学校支援
三輪小学校 荻野　鉄也 学校支援
小山田小学校 薄井　アイ子 学校支援
忠生第三小 大橋　誠治 学校支援
図師小学校 桜木　健人 学習支援

小山小学校

今井　宗麗 学習支援
今井　邦典 学習支援
網野　裕華 学習支援
髙橋　浥子 学習支援

活動校 団体名 支援内容

町田第一小学校
有限会社
いくた食品 学習支援

年輪会 学校セーフティ

町田第四小学校 町四小
ボランティア 学校支援

町田第六小学校 高ヶ坂住宅自治会 学校支援
成瀬台小学校 竹とんぼ 学校支援

高ヶ坂小学校 町田市青少年健全育成 
町田東地区委員会 学校支援

成瀬中央小学校 中央小キッズ 学校支援

活動校 名　前 支援内容
小山中央小学校 萩原　行夫 学校支援

相原小学校
宮﨑　政明 学習支援
吉川　智治 学習支援

町田第一中学校 大久保　創 クラブ・部活動
町田第二中学校 佐藤　和之 クラブ・部活動
南大谷中学校 森田　實 学習支援

南中学校

石田　充 学校支援
芝田　精一 学校支援
二日市　健一 学校支援
若林　力雄 学校支援

つくし野中学校 秋山　雄 クラブ・部活動
成瀬台中学校 山本　節子 学校支援
鶴川中学校 本郷　功憘 学習支援
真光寺中学校 福本　博 学習支援
小中一貫
ゆくのき学園 青木　光男 学校支援

活動校 団体名 支援内容

南つくし野小学校 ガーデンセシア
シニアクラブ 学校支援

鶴川第一小学校 野津田福寿会 学習支援

小山田小学校 特定非営利活動法人
まちだ結の里 学校支援

小山田南小学校 小山田南小
よむよむクラブ 図書

小山ヶ丘小学校 小山宝寿会 学校支援

金井中学校 クラフト工房
La Mano 学校支援

堺中学校 堺おやじ会 学校支援

名　前 活動内容
町田ツインズ 野球
町田玉川学園少年野球クラブ
5 年チーム 野球

鶴川第二小学校合唱団 合唱
鶴川第二中学校合唱団 合唱
ＷＩＴ 発明
第７回中学生「東京駅伝」

『チーム町田』男子チーム 駅伝

学校名 名　前 活動内容
町田第二中学校 平野　太陽 硬式テニス

南大谷中学校
五十嵐　成穂 税の標語
石塚　日向 発明

成瀬台中学校 杉﨑　嶺 発明
南成瀬中学校 畠田　瞳 体操

鶴川中学校
村上　優姫 伝統文化の継承
木村　廉 伝統文化の継承

鶴川第二中学校
工藤　万幸 発明
佐藤　夢 発明
中野　結菜 発明

金井中学校 冨髙　日向子 モーグル

忠生中学校
松江　若南 伝統文化の継承
幾田　実希子 伝統文化の継承

木曽中学校
伊藤　陽哉 水泳
吉川　快都 伝統文化の継承

小山田中学校
中尾　琳花 発明
川端　良弥 発明

小山中学校
大隈　美穂 伝統文化の継承
大脇　理雄 陸上

堺中学校
手塚　裕楽 ピアノ
髙浪　智帆 ボランティア活動

【個人】小学校：23名　中学校：21名（敬称略）

【個人】34名（敬称略） 【団体】14団体（敬称略）

【団体】６団体（敬称略） 2016.2.15時点

町田市学校支援ボランティア
感謝状贈呈

町田市学校支援ボランティア
感謝状贈呈

　生涯学習センターでは、町田の歴史や自然に親しん
だり、環境や福祉などを学ぶ「市民大学」を実施してい
ます。現在、20１6年度の受講者を募集中です。
　１5歳以上の方ならどなたでも受講できます（応募者
多数の場合は、抽選となります）。
　お気軽にお申し込みください！

３月３１日㈭まで町田市イベントダイヤル
☎724-5656で受付中！
※受付時間　午前７時～午後１１時

　この度、20１４年度から改築工事を進めている鶴川第一小学校の新校舎が完成しました。４月から、
この新校舎で授業が始まります。なお、引き続き、給食棟・体育館棟・運動場の工事を進めていきます。

町田市生涯学習センター

講座の詳細は町田市公共施設で
配布している「募集案内」や

町田市ホームページでチェック！

2016年度の実施講座

※は４月～12月、
その他は４月または５月～７月に開講します。

◎町田の郷土史　　　◎まちだの福祉 
◎まちだ市民法学　　◎21世紀的生き方講座 
◎陶芸入門講座　　　◎電動ロクロ体験講座 
◎“こころ”と“からだ”の健康学
◎まちだdeエコ・ツアー　◎多摩丘陵の自然入門（※） 

まちだ市民大学H
ハ ッ ツ

ATSへ行こう！
そうだ 鶴川第一小学校　新校舎が完成！

申込み

　新校舎では、教育力の向上のため、「自ら考え学ぶことを支えるための学習空間、学びのかたち
の変化に対応できる学習空間」として、図書室とつなげることができる学習室や、階段教室として
活用できる多目的室を整備しました。
　また、環境への配慮やランニングコストの縮減を図るため、屋上への太陽光発電パネルの設置や
雨水の再利用を行うなど、「環境と調和のとれたエコスクール、環境教材としても利用できるエコ
スクール」を目指しています。

鉄筋コンクリート造　地上４階　延べ面積７，７６２．７１㎡／普通教室２９室　特別教室１３室　管理諸室　屋上プール

新校舎概要

町田市立小・中学校の中では最大
となる、30kWの太陽光発電パネル

発表会や集会に適した階段型の
多目的室

新校舎の外観

開放感のある屋上プール


