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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ マスクの着用や検温など、 感染症の予防にご協力をお願いします。

　令和２年度の小学校給食費の徴収につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響もあり、緊急避難的に当面の

措置として日割り（１食単価）による徴収を行っています。

　日割り徴収については、月ごとに給食費が変動しますが、

喫食数に応じた給食費の徴収方法となるため、公平・公正

で保護者の皆さまにも分かりやすくなっております。

　このことを踏まえ、立川市教育委員会では、令和３年度

以降の給食費の徴収方法について、「立川市学校給食運営

審議会」へ諮問した結果、「小学校給食費を月額徴収から、

月ごとの喫食数に応じて徴収する日割り徴収に変更するこ

とは妥当」との答申を同審議会から受けました。

　この答申を受け、教育委員会で協議し、小学校給食費の

徴収方法は令和３年度以降も、１食単価をもとにした日割

り徴収を行うことになりましたので、お知らせいたします。

保護者の皆さまには、毎月の喫食数に応じた給食費を負担

していただくこととなります。なお、１食単価の金額に変

更はありません。金額等につきましては、市ホームページ

をご確認ください。

　今後も、安全・安心で栄養バランスのとれた給食を提供

するため、より一層努力してまいりますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。

問学校給食課管理係・内線6812
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　立川市教育委員会では、令和元年11月から令和2年10月の期間内に教育、

文化、体育などで特に優秀な成績や功績をあげた個人または団体を対象に、

教育委員会の規定に基づき表彰しています。今年度は令和2年11月3日の文

化の日に市役所本庁舎にて表彰を行いました。

活動実績（令和２年10月～ 12月）

10月８日㈭ 第19回教育委員会定例会

10月22日㈭
第１回教育委員会研修会

第20回教育委員会定例会

11月６日㈮
東京都市町村教育委員会
連合会  第４ブロック研修会

11月12日㈭ 学校訪問（第三小学校）

11月13日㈮
第21回教育委員会定例会

第2回総合教育会議

11月26日㈭
学校訪問（立川第三中学校）

第22回教育委員会定例会

12月10日㈭
学校訪問（立川第九中学校）

第23回教育委員会定例会

12月18日㈮ 学校訪問（第十小学校）

12月24日㈭ 第24回教育委員会定例会

教育委員の活動を
紹介します

　教育委員の令和２年10月から12月まで

の活動は下表の通りです。

問教育総務課庶務係・内線2465

令和２年度立川市教育委員会表彰　表彰者一覧
学校名等

該当者
（敬称略）

該当内容

第一小学校 立川一６
第７回宇宙エレベーターロボット競技会
全国大会　小学生部門 第３位

幸小学校 福地　輝
第10回日本バッハコンクール全国大会
小学１・２年生Ｂ部門 銀賞

立川第四中学校 黒川　古都美
第７回近代３種日本選手権大会
２種の部中学生女子の部 第１位

立川第五中学校 寺田　向希
セイコーゴールデングランプリ陸上2020
東京ライジングスター陸上
男子中学３年生1,500ｍ 第２位

東京学芸大学附
属小金井小学校

岡部　那由多
第22回日本演奏家コンクール
ピアノ部門小学生高学年の部 第３位

東京学芸大学附
属小金井中学校

荒川　桐真
第22回日本演奏家コンクール
弦楽器部門中学生の部 第１位

市内在住 藤田　龍也 第４回全国ボッチャ選抜甲子園 優勝

市内在住 小川　祐太郎 第４回全国ボッチャ選抜甲子園 優勝

　立川市図書館では、令和３年１月６日㈬より「たちかわ電子図書館」を開始しています。

電子図書館は、パソコンやスマートフォン、タブレット端末を使って24時間無料で電子書

籍の閲覧や貸し出し・返却ができるサービスです。

　このサービスは、新型コロナウイルス感染症拡大予防策の一環として国が提唱する「新し

い生活様式」の実現に向けた事業として、外出抑制時や図書館の臨時休館時においても図書

館サービスを継続し、市民に安心して利用してもらえるよう導入したものです。

問中央図書館☎（528）6800

　インターネットがつながる環境にあり、本市

の有効な図書館資料利用カードをお持ちの市内

在住、在勤、在学の方。

　有効期限内の利用カードをすでにお持ちの方

は、新規の手続きは必要ありません。新規登録

等で利用カードを新しく発行された方は、翌開

館日の午後１時から利用できます。

　図書館ホームページから「たちかわ電子図

書館」のサイトにアクセスします。ID（利用カー

ドの番号）とパスワードを入力し、ログイン後利

用ができます。くわしい利用方法は、電子図書

館サイト内の「ご利用ガイド」をご覧ください。

２点まで

14日間（次に予約がない場合に限

り１回まで延長可）

２点まで（取り置き期間は７日間）

令和2年度  立川市教育委員会表彰

問教育総務課庶務係・内線2465

　中央図書館では、「第８回ビブリオバトル

交流戦」を開催します。

　ビブリオバトルとは、「知的書評合戦」と

も呼ばれています。「バトラー」と呼ばれる

発表者が、読んでおもしろいと思った本を紹

介し合い、観覧者を含めた全員でディスカッ

ションします。最後に「どの本が一番読みた

くなったか」を投票して、チャンプ本を決め

るというコミュニケーションゲームです。発

表者だけでなく観覧者も投票に参加できる楽

しいイベントです。

　前回は感染症拡大防止のため中止となりま

したが、今年度は予防対策を行った上で開催

します。

対①バトラー＝市内在住・在学の中学生②観
覧希望者＝どなたでも

時３月26日㈮午前10時から
場女性総合センター５階第３学習室
定①②各10人程度
申２月16日㈫までに直接または電話で中央
図書館☎（528）6800へ
※感染状況により中止となる場合があります。

くわしくは図書館のホームページをご覧く

ださい。

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、外出を自粛されている方も
おられると思います。生活様式が変わりつつある世の中ですが、新
しい過ごし方のひとつとして、ぜひご利用ください。

水

小学校給食費の
徴収方法について

　立川市教育委員会では田中健一教育長職務

代理者の任期満了（令和2年12月23日）に伴い、

12月17日に開催された市議会12月定例会に

おいて同意を得て、令和２年12月24日に石本  

一弘氏が教育委員に任命されました。

　また、これに伴い、伊藤憲春

委員が教育長職務代理者に就任

しました。

　新たな教育委員会の構成は次

のとおりです。

新たに1人の方が
教育委員に任命されました

職　名 氏　名 任　期

教 育 長 小町  邦彦
自  平成31年 4 月１日
至  令和４年 3 月31日

教 育 長
職務代理者

伊藤  憲春
自  平成29年 12 月24日
至  令和３年 12 月23日

委　員 嶋田  敦子
自  平成30年 12 月25日
至  令和４年 12 月24日

委　員 小林  章子
自  令和元年 12 月25日
至  令和５年 12 月24日

委　員 石本  一弘
自  令和２年 12 月24日
至  令和６年 12 月23日

問教育総務課庶務係・内線2465

貸出点数

貸出期間

予約点数

貸出点数・期間等利用方法利用できる方

人気ジャンルが
約2,600点！
（随時追加）

小説
旅行
ガイド

料理本 児童書
など

電子書籍をいつでも読める！
　来館が難しいという方でも、インター

ネットに接続できるパソコンやスマート

フォン、タブレ

ット端末があれ

ば、時間、場所、

天候に関係なく

利用できます。

家でもすぐに読める！

point 1

　電子書籍なので、書籍の紛失や摩耗の

心配がなく、気軽に楽しく読書できます。

汚れや紛失の心配なし！

point 3

　背景と文字の色反転や文字サイズの拡

大、一部に音声読み上げなど、電子書籍

ならではの機能も。より多くの方に読書

を楽しんでもらえます。

便利な機能いろいろ！

point 2

　子どもたちに本を好きになってもらう

ために、児童書は「岩波少年文庫」を

はじめとするおすすめ本や、

調べ学習に最適な

「子供の科学★サ

イエンスブックス」

シリーズなども多数

取りそろえています。

児童書の名作がいっぱい！

point 4

ビブリオバトル交流戦を
開催します

石
いしもと

本  一
かずひろ

弘委員


