
 

 

 

 

 

 

 

 

世界の中で日本人としてよりよく生きていくために！  

校長  佐 藤 正 明 

保護者・地域の皆様、新年明けましておめでとうございます。謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

明るく希望に満ちた新年を迎え、この１年が子供たちの成長に実り多き年となるよう、教職員一同、力

を合わせて頑張っていきます。皆様には、昨年と変わらずのご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

さて、お正月といえば、初詣、初夢、書き初め、百人一首、おせち料理、お年玉、……など、日本の伝

統的な風習や行事、遊びなどがたくさんありますが、福生七小の地域だからこそ体験できる伝統文化の体

験もあります。５年生は、総合的な学習の時間「米作りにチャレンジ！」の一環で、地域の村野さんを講

師にお願いして、志茂第一町会をはじめ 20名以上の地域・保護者のサポーターと共に、「しめ縄飾りづく

り」体験をしました。３つに束ねた藁をよって（ねじって）、１つのしめ縄を作り、扇や紙
し

垂
で

、松やユズリ

ハなどで飾り、２時間ほどで一人に一つずつ「しめ縄飾り」が完成しました。みんな大喜びです。  

実は 4月当初、村野さんから、「もう今年は、しめ縄飾りづくりをやめようと思っている。」と相談を受

けました。「しめ縄飾りづくり」実施までには、大変な準備が必要で、これまで全てお一人でやっていたこ

ともあり、ご高齢であることも理由に、そろそろ限界なのでは…ということでした。 

 そこで、今年は、保護者や他の地域の方々にも呼びかけて、事前に、村野さんから作り方を学び、自ら

「しめ縄飾り」の継承者となり、材料の準備を手伝うところから始まりました。「全ては子供たちのため

に」、そして、「地域の伝統のよさを知ってもらいたい、引き継いでもらいたい。」そんな地域の人々の思い

も詰まった活動になりました。子供たちは、田植えから稲刈り、しめ縄飾り、どんど焼き、そして収穫祭

…と、たくさんの方々と関わりながら、地域、伝統や文化、そして食育について学び、これをきっかけに

持続可能な社会の形成者になってほしいと願っています。 

国際化が急激に進む社会の中で、子供たちが国際社会に貢献し、世界の人々から信頼される日本人とな

るためには、異文化に対する理解と協調が必要です。しかし、それは、自国の文化理解が基盤となって、

育まれるものです。日本の伝統文化を理解するために、学校では、子供たち自身が今日的な視点から日本

の伝統や文化をとらえ直し、日本のすばらしさを誇りに思うと同時に、世界の中で日本人としてよりよく

生きていくために、何をどのように生かしていくかについて理解し、実践する教育が求められています。

これらは従来、日常生活の中で当然のものとして行われてきました。しかし、時代の変化とともに、家庭

や地域社会において子供たちが伝統や文化について理解したり経験したりする機会が減り、子供たちが日

本の伝統や文化の価値を学ぶためには、学校が核となって家庭、地域社会と連携を図りながら進めていく

ことが、ますます必要になってきます。 

新年を迎え、改めて、子供たち一人ひとりの感性を磨き、興味・関心を引き出し、心を豊かにする授業

にしっかりと取り組んでいきたいと思っております。子供たちのため、保護者・地域の皆様と共に力を合

わせて福生第七小学校を更によい学校にしていきましょう。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。 

指導してくださった村野さんをはじめ、志茂第一町会や地域の皆様の力を借りて、「しめ縄飾りづくり」体験（5 年生） 

～日本の伝統文化、よさを知ること～ 

地域と家庭と学校が一つになって子供を育む…それが“チーム七小”です！ 
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心と空間がきらめいた～展覧会～        文化行事委員会 冨岡 あゆみ 

昨年５月より、福生第七小学校に図工専科として着任いたしました、新任教諭の冨岡 あゆみです。

平成３０年度は展覧会の年ということで、私は初めての展覧会であったので、「子供たちはどんな作

品を作るのだろう…？」「授業を楽しんでやってくれるかな…？」と、初めは期待と不安が入り混じる

気持ちで授業をしていました。しかし、子供たちはそんな私の不安を一瞬で吹き飛ばし、伸び伸びと

自分の感性を作品に表現していました。 

個々の作品も素晴らしかったですが、会場に作品を飾り終わると、１人１人の作品がきらきらと輝

き、空間全体を華やかに彩っていて、とても感動しました。鑑賞の時間に子供たちが体育館に入る瞬

間、ワアッという明るい表情で目を丸くして会場を見渡していた姿は今でも忘れません。低学年から

高学年まで、たくさんの作品を目を凝らして見ていて、子供た

ちにとって内容の濃い鑑賞の授業になったのではないかと思

います。 

今回の展覧会はたくさんの人たちの協力があってでき

ました。作品の材料準備に協力してくださった保護者の皆

様、そして何より、子供たちの頑張りがあってこその展覧

会でした。たくさんの方にご来場いただき、感謝の気持ち

でいっぱいです。この経験を糧にこれからの図工の授業、

展覧会に活かしていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

なわとび月間の取組について             体育行事委員会 桂 惠梨奈 

七小では、子供たちの体力向上を目指した取組の一つとして、なわとび月間を実施しています。冬休み

明けすぐ、１月１５日（火）よりスタートし、３１日（木）まで続きます。 

体育委員の児童を中心に朝の集会や給食中の映像放送を利用して技を紹介し、中休みや昼休みに２０級

から特１級までのなわとび検定を行います。基本的な技から、難しい技、連続技まで子供たち一人ひとり

が自分のペースで技に挑戦していきます。毎年、検定カードにシールをもらうことを楽しみに、そして技

ができたことへの達成感を感じながら、練習に励んでいる姿が見られます。集会では縦割り班ごとの活動

も計画しているので、他学年の技を見合って切磋琢磨する姿も楽しみにしています。 

児童の身長に合わせた縄をご用意いただき、ぜひご家庭でも取り組んでいただけたらと思います。 

学校支援コーディネーターより        学校支援コーディネーター  安江 祐子 

 １2 月 18 日(火)、5 年生は「しめ縄飾り作り」の体験学習をしました。今回は志茂第 1 町会の皆さん

の他に、保護者や地域の方もサポーターとして参加してくださいました。当日だけでなく事前の準備にも

多くの方々のご協力があり、子供たちは立派なしめ縄飾りを作ることができました。サポーターの方々か

らも、「義務感ではなく、楽しくやっている。」「自分も一緒に作れる

ようになりたかった。」「子供たちがとても意欲的だった。」など嬉し

い言葉をいただきました。春から秋にかけてお米作りの学習をして、

自分たちで作ったお米を収穫することができました。お米を採った

後の藁でしめ縄が作れることも学び、日本の伝統文化や技術の素晴

らしさを体感することができました。１月14日(月)成人の日には、

多摩川河川敷で志茂第一町会による「どんど焼き」が行われます。

しめ縄飾りをどんど焼きのやぐらに納め「家内安全、無病息災」を

願ってみてはいかがでしょうか。 

 算数指導体制変更のお知らせ 

１月より、３年生以上の算数指導体制が以下のとおり変更となりますので、お知らせいたします。 

   ３～５年生算数少人数指導・・・岩下 夏美 教諭 

   ６年生算数少人数指導・・・・・日吉 亜由美 講師 

保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 



平成３０年度学校評価結果について

分析と考察

・子供が考え、表現する場面を大切にした魅力ある授業づくりの観点では、教員、児童は高い肯
定率を示しているが、保護者の肯定率が低い結果となっています。この結果から、主体的・対話
的に学ぶ場面やＩＣＴ活用の頻度を増やしていくとともに、学校公開等を通して、積極的に発信
していくことが必要だと考えます。

・オリンピック・パラリンピック教育については、教員、児童の肯定率が低くなっています。重
点テーマの取組については各学年とも行ったものの、他の分野についても取組を広げるととも
に、オリンピック・パラリンピック教育の意識付けを図っていく必要があります。

肯定率 肯定率

(保護者）

児童一人ひとりの特性を理解した支援を心
がけ、授業のユニバーサルデザイン化と個
に応じた手立ての充実を図っている。

86.7

学級や学校にいる友達のよいと
ころに気付き、お互いを認め合
い、思いやりをもって生活して
いる。

85.5 87

特別支援教育コーディネーターを中心とし
た校内支援委員会を充実させ、配慮が必要
な児童の理解と支援の在り方について共有
している。

100

先生や友達から、「自分は大切
にされている」「自分のことを
分かってくれる」と感じてい
る。

78.2 84.3

新学習指導要領実施に向けて、指導観を明
確にした道徳の授業づくりを進めるととも
に、教育活動全体を通して道徳的な判断力
や実践力等を育てている。

　１１月末に児童、保護者の皆様、教職員を対象に実施した学校評価アンケートの結果です。今年度の学
校経営重点計画に沿って概要をまとめましたのでお知らせいたします。

体育や保健指導、特別活動、休み時間等に
おいて、心と体の健康づくりと運動の日常
化・習慣化に向けた取組を行っている。

93.3
早寝、早起きなど、規則正しい
生活を心がけている。

79.7 87.7

ICT（タブレット端末、デジタル教科書、
教材提示装置等）を活用して、学習内容の
視覚化や焦点化を図り、児童がわかる、で
きる授業を工夫している。

100

先生は、タブレット端末、デジ
タル教科書などを使って、わか
りやすく工夫した授業をしてく
れている。

88.6 74.7

オリンピック・パラリンピック推進校とし
て、児童にスポーツや国際理解、日本の伝
統文化、障害者理解などの取組を実践して
いる。

66.7

２０２０東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けて、スポー
ツに親しみ、外国や日本のこと
をもっと知ろうとしている。

70.1 86.7

友達を傷付けたり、嫌な思いを
させたりしないように生活して
いる。（学校は、いじめのない
学級・学校づくりに取り組んで
いる）

85.3 78.4

児童が主体的・対話的に学ぶ場面を意図的
に設定し、深い学びを実現させるような授
業改善を進めている。

100

授業中、ペアやグループで考え
を出し合ったり、みんなで学び
合ったりすることができてい
る。

87 80.2

取組指標（教職員の取組） 成果指標（児童の変容・保護者の意識）
肯定率

（児童）

各教科や総合的な学習の時間等において、
ゲストティーチャーやボランティアを招い
た体験的な授業を行っている。

86.7
ゲストティーチャーやボラン
ティアを招いた体験的な授業は
楽しい。

90.6

（教員）

86.4

学
力
向
上

基礎基本を
確実に定着
させ、子供
が考え表現
する場面を
大切にした
魅力ある授
業づくりを
進める

体
力
・
健
康

「心と体の
健康づく
り」を推進
し、安全・
安心な学校
環境を整え
る

生活指導主幹やコーディネーターを中心
に、担任、教育相談担当、SC、管理職が情
報交換を密にして、いじめや不登校に迅速
に対応している。

100

先生や友達に対して、気持ちの
よい挨拶や正しい言葉遣いを心
がけ、きまりを守って生活して
いる。

86.6 83.9

学校支援コーディネーター等を活用して、
地域や企業の人材や環境、物的資源をもっ
と活用した教育活動を実践したい。

73.3
福生七小の自然、地域環境など
生かした授業や活動は楽しい。

87.3 87.8

66.7

特
別
支
援
教
育

全ての子供
が大切にさ
れる風土を
培い、特別
支援教育の
充実を図る

領

域

本年度の

重点目標

学
校
運
営

地域の人、
もの、環境
等を活用し
て、質の高
い学びを実
現する

い
じ
め
・
不
登
校

一人ひとり
の子供のよ
さが発揮さ
れ、「いじ
めを許さな
い学校・学
級づくり」
を推進する



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

8 火 特別時程　午前授業　始業式　大掃除

9 水 給食開始　４時間授業　発育測定（１年）　　

10 木
特別時程 　発育測定（２年）
１～２年：４時間授業、３～６年：５時間授業

11 金 児童集会　発育測定（３年）　委員会活動

12 土
13 日

14 月

15 火 特別時程　なわとび月間始　発育測定（４年）

16 水
挨拶運動始　発育測定（５年）　校内書写展開始
４時間授業（研究会のため）

17 木
学校公開①　児童集会　発育測定（６年）
三中学区挨拶運動　　５時間授業
租税教室（６年　３校時）　ユニセフ募金始

18 金
学校公開②　挨拶運動終
三中学区挨拶運動（予備日）　　クラブ活動

19 土
学校公開③　校内書写展終　特別時程　午前授業
道徳授業地区公開講座（２，３校時）　ユニセフ募金終

20 日

21 月 児童朝会　１～２年：４時間授業、３～４年：５時間授業

22 火 安全指導

23 水 ４時間授業　市書写展始

24 木 児童集会 14:45

25 金
特別時程　なわとび月間始　発育測定（４年）
クラブ活動　　福生市展覧会（午後から）

26 土

27 日

28 月 特別時程　三中制服採寸６年（１５：４０～）

29 火

30 水 漢字検定（申込者）

31 木 児童集会　なわとび月間終　 14:45

２月当初　予定＆下校時間帯
1 金 人権尊重月間始　特別時程　日米文化交流会（５年）

2 土
3 日

4 月 児童朝会

※１：太字下線は下校時刻が通常とは違っていますのでご注意ください。　

※３：「学校公開・道徳授業地区公開講座」については、別途ご案内を配布します。詳細はそちらでご確認ください。

※２：今月も、予告なしの避難訓練があります。

13:00（５－１は14：30）

福生市展覧会

13:35

日 曜 行　事
下校時刻(教室を出る時刻)

13:00

13:00（１－１と６－１は14：45）

成人の日

14:45

12:15

13:15 14:20

14:35 15:45

14:20 15:10

14:45

12:15

14:05 14:55

14:45

14:45 15:35

15:35

14:15 15:20

福生市展覧会

14:20 15:10

14:45 15:35

14:45 15:35

15:35

14:15 15:20

1月の生活目標
「すすんで気持ちのよいあいさつをしよう」

・元気よくあいさつをする。

・言葉づかいに気をつける。
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