
 

 

 

 

 

 

 

目標をもって取り組む ～トライ＆チャレンジ月間～ 

副校長  黒須 正吾 

 先週、あるクラスの体育の時間に突然、歓声が上がりました。カーテンを開けて見ると、クラスのみん

ながハイタッチをして喜び合っています。担任の先生もその輪の中で一緒になって喜んでいます。私は、

「ああ、また記録を更新したのだな」と思いながら、その様子を微笑ましく眺めていました。・・・長縄チ

ャレンジをしていたクラスの一コマです。 

 現在、福生市内の小・中学校全クラスで、長縄チャレンジに取り

組んでいます。クラス全員が３分間で長縄の８の字跳びを何回跳

べたか記録を取るという取組で、体育の時間や休み時間など期間

中は何回でも取ってよいものです。様子を見ていると、日に日に上

達しているように感じます。長縄跳びのよいところは、手軽に取り

組めること、コツをつかめばどんどん上達すること、目標を設定し

やすいことなど、たくさんあります。とりわけ、クラスで掛け声を

合わせて跳ぶことで、一体感を味わうことができ、団結力が育ちま

す。クラスによって実態は違いますから、ライバルは自分たちの過去の記録です。クラスで決めた目標を

達成し、更なる目標を掲げて、夢中になって取り組んでほしい、・・・冒頭で紹介した一コマで、私はそん

な願いをもって見ていました。 

 １１月は「トライ＆チャレンジ月間」です。明日１日からは、持久走の取組も始まります。今年度は、

他の行事との兼ね合いで、実施時期が少し早まっていますが、中休みに音楽に合わせて、校庭のトラック

を走ります。日に日に寒さが厳しくなる季節ですが、体を動かすにはちょうど良い季節です。持久走カー

ドを全児童に配付し、「毎日何周走る」とか、「○ｍを○秒で走る」など、自分の目標を決めて取り組める

ようにしていきます。 

 尚、１１月１６日（金）には、多摩川中央公園で「持久走のまとめ」を行います。詳細については、別

途お知らせをお配りしたところですが、保護者の皆様、地域の皆様には是非ともご来場いただき、子供た

ちの頑張りに励ましの声をかけていただきますよう、どうぞよろしくお願いします。 

平成３０年度「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の結果では、学校全体の特

徴として、東京都・全国の平均と同じか少し高い数値が出ていました。種目別でみると、ソフトボール投

げや５０ｍ走で苦手傾向にある児童が多いことがわかりました。学校では児童一人一人の体力向上に関す

る意識を高め、苦手分野を克服していけるように体育の授業改善等を行っていきますが、体力の基盤とな

る基本的生活習慣の定着、改善に向けた取組や、食育をはじめとした健康教育の充実を図るとともに、バ

ランスの良い体つくりを心がけることも大切だと考えています。 

 長縄跳びでも、持久走の取組でも、あるいは個人の体力作りでも、子供たち一人一人が自分に合った目

標を掲げ、その達成に向けて全力で取り組み、どの子にも達成の喜びを味わわせていきたい・・・、それ

がトライ＆チャレンジ月間の目指すところです。 

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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心の木を育てる ～福祉体験～         ４年担任 小原 ひろ子 

 ４年生は、９月１２日・１３日に福生市ボランティアセンターに登録されている「糸電話の会」の方に

ご協力いただき、総合的な学習の時間の一環としてアイマスク体験を行いました。初めに視覚障害者につ

いてのお話を伺い、その後、廊下や階段を、アイマスクをして歩く側とその人を介助する側に分かれて歩

いてみる体験を行いました。児童からは、「自分が知っている学校という場所だからまだ歩けたけれど、町

に出たら怖いと思う。」「目の不自由な方は毎日大変な思いをして生活をしていることが分かった。」などの

声が挙がりました。視覚障害者の生活の大変さを、身をもって体験することができました。 

 また、１０月９日（火）には「てるちゃんのかお」の著者である藤井輝明先生をお招きし、道徳の授業

を行いました。藤井先生は、右頬に血管腫というコブのようなもの

があり、幼少期にはいじめられた経験をお持ちです。そんな藤井先

生から、「人間は多様な能力をもっているので、何事にも挑戦してほ

しい。毎日コツコツ勉強し、素直な心で過ごしてほしい。そして、

感謝の気持ちを忘れずに。」ということを、生い立ちやご経験を踏ま

えてお話ししていただきました。そんな先生のお話を子供たちも真

剣な眼差しで聞いていました。 

 どちらも貴重な経験であり、引き続き、体験を踏まえた学習も大

切にしていきたいと思います。 

えがおのひみつ たんけんたい         ２年担任 望月 敬規 
 ２年生は、生活科の学習で町探検を行いました。目的は、自分たちの町

のこと・自分たちを支えている人々のことを知り、もっと町のことを好き

になっていくことです。これまでに自分が気になる・インタビューしたい

場所を決めて、グループでインタビューの質問内容を考えて、インタビュ

ーの練習をしてきました。そして、１０月２０日（土）にインタビューに

行きました。各グループ、礼儀正しく熱心にインタビュー活動ができたよ

うです。中にはお褒めの言葉をいただいたグループもありました。今後、

インタビューしてわかったことをまとめ、２年生で発表し合います。 

 今回、町探検を行うにあたり、多くの方々にご協力いただきました。イ

ンタビュー先であるお店・施設（牛浜駅・ＧＥＯ福生南田園店・スーパー

バリュー福生店・杉の子第二保育園・不二家レストラン福生田園店・ペッ

トショップ Coo＆riku・福生店ローソン福生南田園三丁目店）の皆様に

は仕事中にも関わらず丁寧に対応をしていただきました。保護者の方々は

当日の児童の付き添いをしていただきました。学校コーディネーターの

方々は、お店・施設との連絡をしていただきました。地域の多くの方々の

温かいご協力に感謝致します。ありがとうございました。 

防災訓練に参加して            学校支援コーディネーター 池田 英津子 

１０月２１日（日）、七小校庭で行われた防災訓練に参加しました。避難所で必要なスタンドポンプ、

応急給水設備、バルーンライト、簡易テント、三角巾による応急処置を体験しました。そこで感じたのは、

避難所とは避難してきた私たちが作るのだ、ということでした。今更そのように感じたのは、私も今回が

初めての参加だったからです。なぜか敷居が高く、気持ちがあっても行動に移せずに来ました。しかし、

いつ起こるかもしれない災害は場所も人も選びません。保護者の皆さんも、町会で中心になって活動する

方々と協力し合うことが重要です。次回の訓練には大勢の保護者に参加して頂きたいです。その為の工夫

をこれから考えて行きたいと思っています。 



たくさんの経験と大切な仲間、そして「感謝」   ５年担任 山田 美佳 

「感謝の気持ちを忘れずに、自然と共に４５人が協力し、仲を深めよう！」 

 ５年生は、１０月４日から、上記のスローガンのもと、１泊２日で「名栗自然教室」に行ってきました。 

 いよいよ当日！子供たちは笑顔いっぱい、これから始まる２日間への期待と希望があふれた姿で登校し

て来ました。宿泊先である「名栗げんきプラザ」に着き、最初の活動は、

野外炊事でした。作る料理は、カレーライス！かまどに薪を使って火を

おこし、その上で飯盒を使ってご飯を炊いたり、カレールーを煮込んだ

りしました。辺りにはだんだんとカレーの香りが漂い始め、一気に食欲

をそそられ、子供たちの気持ちもさらに盛り上がってきました。 

 お腹を満たした後は「焼き板看板作り」です。カレー作りの火を使っ

てそこで板を焼きます。その後、たわしを使ってこすり、きれいに仕上

がったところで板にデザインを描いていきました。思い思いのデザイン

を描いていましたが、みんなとても丁寧に取り組み、思い出がたくさん

詰まった作品になったと思います。 

 夕食後には、夕闇の中でキャンプファイヤーを行いました。火の神か

らお言葉を頂き、「勇気」「希望」「友情」の想いをのせて、ファイヤー

台に点火しました。その後は、ダンスで盛り上がり、ゲームで盛り上が

りました。はじけんばかりの楽しそうな笑顔が真っ赤な火に照らされて

とても印象的でした。終わりには「誓いの言葉」を全員で言い、思いっ

きり歌いました。仲間がいたからこそ…いつも側にいる仲間との絆を深

く感じたのではないでしょうか…。 

 ２日目は、いよいよ最後の活動である次の活動は、「アドベンチャ

ーハイク」です。森の中を歩き、ポイントにあるクイズを解いていくオ

リエンテーリング形式の活動を行いました。名栗の地は、自然にあふれている土地です。たくさんの自然

があるからこそ、体全体で感じることができたものがあったと思います。 

お昼は、ドラム缶ピザ作りです。自分たちで生地からこね、野菜を切

り、思い思いにトッピングをしドラム缶で焼きました。アツアツのピザ

がドラム缶から出てきて、みんなびっくりです。 

この２日間で、子供たちにとっては親元を離れ、友達と寝泊まりした

ことをはじめとして、なかなか普段では経験することのできない活動を

行うことができ、子供たちは非常に多くのことを学び、心も体も大きく

成長することができたと思います。ここで学んだ責任感や友達と協力す

る大切さを、これからの生活に生かしていってほしいと思います。 

 さて、子供たちにはしっかり感じて欲しいことがあります。それは「感謝」の二文字。自分たちが素敵

な経験をできたのは、保護者の方をはじめとした多くの方々のご協力があったからこそだということで

す！子供たちと共に、ご協力いただいた皆様方に深く感謝申し上げます。ありがとうございました。 

学級担任交代のお知らせ   

 ４年１組担任の 小原ひろ子教諭は、１０月３０日をもって妊娠出産休暇に入りました。そこで、１０

月３１日からの学級担任は、産休代替教員の 松下雅明教諭が務めることとなりましたので、ご紹介いた

します。 

 このたび 4 年 1 組担任として赴任いたしました松下雅明（まつした まさあき）です。マサはミヤ

ビとも読みますが、漢字のもとの意味はカラスのことだと聞いたことがあります。以前に 18 年間全

寮制の高等学校で教諭、管理職を務めたほか、羽村市内で中学校の学力サポートに携わりました。長

く務めた高校では、公民科授業のほか、寮の指導や都大会レベルのソフトテニス、美術、柔道を指導

経験しています。早く七小の環境に慣れて、子供たちとコミュニケーションを広げたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 木
児童集会　　持久走の取組始
トライ&チャレンジ月間始

14:45

2 金 委員会活動

3 土

4 日

5 月 特別時程　４時間授業　就学時健康診断 １３：３０～

6 火 校外学習予備日　三中学区挨拶運動

7 水

8 木 校外学習（４年・都内見学） 14:45 16:20

9 金 児童集会　三中学区挨拶運動（予備日）　クラブ活動

10 土

11 日

12 月 児童朝会

13 火 挨拶運動始

14 水

15 木 安全指導　　持久走の取組終　　　挨拶運動終 14:45

16 金 持久走のまとめ（１～４校時随時）　クラブ活動

17 土

18 日

19 月 児童朝会

20 火 持久走のまとめ予備日

21 水 校外学習（５年・工場見学） 14:55 16:20 14:55

22 木 14:45

23 金

24 土

25 日

26 月 児童朝会

27 火
臨時児童集会（音楽集会　５・６年発表）
保護者会〔１・３年〕

14:45

28 水

29 木 保護者会〔２・４年〕 14:45 14:45 15:35 14:45

30 金 福生市小学校音楽会（５・６年【午後】）

※１１月は、予告なしの避難訓練があります。

日 曜 行　事
下校時刻（教室を出る時刻）

15:35

14:05 14:55

15:35 15:35

14:35 15:45

14:45 15:35

14:45 15:35

14:05 14:55

15:35

15:35

14:35 15:45

13:00

14:45 15:35

文化の日

14:45 15:35

14:35 15:45

14:45 15:35

14:45 15:35

勤労感謝の日

14:05

15:35

14:45 15:35

14:45

14:05 14:55

15:35

11月の生活目標

「 。」
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