
 

 

 

 

 

 

 

私たちはたくさんの人たちに支えられている！ 地域社会総ぐるみの教育 

校長  佐 藤 正 明 

爽やかな秋の風を感じながら、朝、正門に立っていると、子供たちの明るい挨拶とともに、校庭の金木

犀の甘く爽やかな花の香りが漂ってきました。毎年この香りを嗅ぐと、懐かしい子供の頃を思い出します。 

 さて、落合恵子（作家）さんの著書「わたし、を生きる」の中に、 

ひとはそれぞれ、初めから「わたし」に生まれるのではなく、少しずつ少しずつ「わたし」になっていくものだろう。 
あるがままの「わたし」を受け入れ、さらに望ましい「あるがままのわたし」を創っていく。 

という一節があります。人の誕生は、自分探しの旅の始まりであり、人生には楽しいこともあれば苦しく

つらいこともあります。そんな時に、友達や先生、兄弟姉妹や家族など、たくさんの人の力を借りながら、

一つ一つ乗り越えて、新しい『わたし』を発見できたとき、人の温かさや優しさの大切さを感じられるに

違いありません。子供は、様々な人との関わりの中で育ちます。伸び伸びと遊び、学ぶことができる多様

で豊かな人間関係のある地域社会が、そこにはあります。福生七小の子供たちが、この豊かな自然や人と

の関わりの中で、人を思いやる心や感動する心など、心豊かな人間として成長するとともに、自らの力で

人生を切り拓き、たくましく生きることを、私たちは望んでいます。ぜひ、皆さんで「地域社会総がかり

での教育」の実現を目指していきたいと思います。 

✿ 地域と共に ～コミュニティ・スクール準備委員会～ 

コミュニティ・スクールは、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、一緒に協働しなが

ら子供たちの豊かな成長を支えていく「地域とともにある学校づ

くり」を進めるしくみです。コミュニティ・スクールには、保護

者や地域住民などから構成される学校運営協議会が設けられ、学

校運営の基本方針を承認したり、教育活動などについて意見を述

べたりするといった取組が行われます。9 月 25 日（火）に、第 1

回コミュニティ・スクール準備委員会が開催され、福生市におけ

るコミュニティ・スクールの概要を理解し、福生七小のコミュニ

ティ・スクールの目指す姿について議論が始まりました。 

✿ 長きにわたり地域を支える ～民生・児童委員～ 

 東京の民生委員制度は、今年で

１００年を迎えました。民生・児

童委員の皆さんは、長きにわた

り、小さい子供やご高齢の方、障

害をお持ちの方など、地域で生活

している様々な方の相談に乗り、

地域を支えてきました。子供たち

には、児童朝会で、地域の民生・児童委員、主任児童委員の皆さ

んを紹介しました。他にも、子供たちの登下校の安全を守っていただいている通学路見守り・ボランティ

ア（二ツ木さん、菅原さん、佐藤さん、相澤さん）など、多くの方々に支えられています。地域で会った

ら、挨拶やありがとうの声掛けなど、いつも感謝の気持ちを表したいですね。福生七小を取り巻く地域の

方々には、例えば、「家の前で児童を見送る、出迎える」「おはよう、いってらっしゃい、おかえりの挨拶

を交わす」、子供たちの登下校に合わせて、「ウォーキング、ジョギング、犬の散歩」「庭先の掃除、散水、

草花の手入れ」等、子供たちを共に見守り、地域社会総ぐるみの教育を行っていただければと思います。 

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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所在地  

福生市北田園一丁目 1 番地 1 

平成 30年 9月 28日 

＜コミュニティ・スクール準備委員会＞ 

板垣 和生さん（南田園三丁目町会長） 

清水 忠雄さん（志茂第一町会長） 

西野 良仁さん（都立福生高校 校長） 

尾暮  亮さん（福生第三中学校 校長） 

中村 瑞穂さん（福生市社会福祉協議会） 

池田 英津子さん（主任児童委員） 

安江 祐子さん（学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

髙山 浩之さん（PTA 会長）  

＜主任児童委員、民生・児童委員＞ 

曾田 ゆき子さん（主任児童委員） 

遠藤  靜さん （主任児童委員） 

池田 英津子さん（主任児童委員） 

桐ケ谷 茂子さん（福生団地）            

那須 和美さん（南田園三丁目、北田園一丁目） 

大盛 信行さん（志茂第一、第二）         

松平 義明さん（志茂第一、北田園） 

横田 昭子さん（永田）  



通学路安全点検 １３日（木） 

 毎年、PTA代表、市教委、市道路課、福生警察と合同で通学路安全点検を行っていますが、今年の

５月に新潟で起きた小学２年生連れ去り事件を受けて、今年は時期を少し早めて実施いたしました。 

PTA の方で行っていただいた通学路アンケートでお寄せいただいた声を基に、実際に田園通りやせ

せらぎ通りなどの危険個所に足を運び、市の担当部署や福生警察などに直接要望を上げました。 

 市担当部署、福生警察からの回答は１月頃になるそうです。 

PTA主催 「虹のコンサート」 １５日（土） 

 学校公開のあった日の午後、PTA企画音楽イベント「虹のコンサ

ート」が行われました。これには、木管五重奏グループの「DUHA」

さんにお越しいただき、「きらきら星変奏曲」や「となりのトトロよ

り／さんぽ」「山の音楽家順番協奏曲」などの調べを聞かせていただ

きました。また、体験コーナーもあって、楽器を触らせていただいた

り、実際に吹かせていただいたりと、素敵な計らいもありました。 

本の紹介コーナーを設けました！ 

 図書室の前の掲示板に、七小の教員が紹介する「本の紹介コーナ

ー」を設けました。これは教員お奨めの本を一人 1冊選んで紹介カー

ドに書き、それを掲示したものです。中にはその本の良さをわかって

ほしいために、手描きのイラストを載せたり、図工の教員はアートの

世界の本を紹介したり、自分の出身の県の有名人を紹介したりと、思

い思いの紹介カードが掲示されています。 

10月 11月は、読んだ本の紹介や感想を書く活動も行う予定です

が、こうしたコーナーも活用しながら、読書のきっかけづくりをしていきます。 

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 

9月 15日（土）の学校公開では、普段の授業の他に、セーフティ教室が行われました。福生警察

の方に来ていただき、2時間目は低学年 （1～3年生）、3時間目は高学年（4～6年生）を対象に、

ビデオを観た後、お話をしていただきました。低学年では不審者への対応の仕方を教えていただきま

した。代表の児童が不審者に扮した警察の方とロールプレイをしながら、距離の取り方や、話し方、

逃げ方、エレベーターの使い方などを学びました。高学年では、SNSで

注意すべきこと、特に相手が見えない言葉だけのやり取りの怖さを教え

ていただきました。被害者になってしまうだけでなく、誤解を与えるこ

とで加害者にもなり得ること、一度出してしまった情報は、世界中に広

がってしまう危険があることを学びました。低学年、高学年を通して参

観させていただき、自分の身を自分で守るための知識を身につけること

が大切だと感じました。 

 

 

 

 

 

 

新しい職員の紹介  スクール・サポート・スタッフ   海野
う ん の

 優子
ゆ う こ

（９月１日より） 

※スクール・サポート・スタッフとは、一般教員の負担軽減を図り、教員がより児童、生徒への指導

や教材研究等に注力できる体制を整備することを目的に、小・中学校に配置された職員です。主に、

学習プリントや学習資料の印刷・配布準備、会議資料の準備、採点業務補助、PCの入力作業補助等、

事務的な仕事の補助を行っています。 



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 月
都民の日　特別時程・Ｐ学年行事（１年）
移動教室・事前健康診断１３：００～（５年）

2 火
特別時程・Ｐ学年行事（６年）　　視力検査（５年）
避難訓練（１校時　起震車体験）

3 水 ４時間授業　視力検査（６年） 14:45

4 木 名栗自然教室①（５年）　特別時程・Ｐ学年行事（３年） 14:20 15:10 14:20 15:10 宿泊 15:10

5 金
名栗自然教室②（５年）　個人面談週間（希望制）終
英検１次（６年；３・４校時）

16:35 14:45

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水
４時間授業（１年、２－２、３年～５年）
５時間授業（２－１、６年）

11 木 校外学習（１年）(羽村動物園） 14:40

12 金 委員会活動【６校時】※前期・後期入れ替え

13 土

14 日

15 月

16 火 校外学習（３年・市内見学【午前】）

17 水 ５時間授業　

18 木 ※校外学習予備日 14:45

19 金 安全指導　クラブ活動

20 土 土曜授業（公開なし）　特別時程・午前授業（月曜日時間割）

21 日

22 月 ４時間授業（１～３年）　５時間授業（４～６年）

23 火

24 水 三中合唱コンクール鑑賞日（６年；５・６校時）

25 木 校外学習２年（多摩動物公園） 14:45

26 金 クラブ活動

27 土

28 日

29 月

30 火 ※校外学習予備日

31 水 ４時間授業

※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。　

15:45

14:45 15:35

14:45 15:35

14:35

13:00 13:00

15:35

14:35

日 曜 行　事
下校時刻(教室を出る時刻)

14:45

14:45 15:35

13:00（２－１と６－１は14：20）

14:20 15:10

14:20 15:10

15:35

14:35 15:45

12:15

13:35 14:45

14:45 15:35

14:05 14:55

15:35

14:35 15:45

14:45 15:35

14:45 15:35

13:00

10月の生活目標 「がっこうをきれいにしよう。」
・ごみをちらかさない。

・流しや周りをきれいにする。
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