
 

 

 

 

 

 

 

 

インクルーシブ教育は「すべての子供のための教育」！  

校長  佐 藤 正 明 

師走に入り、間もなく大雪（たいせつ：12 月 7 日）です。屋

上から望む富士山も雪をかぶり、周囲の峰々も装いを変え、本格

的な冬の到来も間近になりました。 

さて、先日、１・２年生は、東京 2020オリンピック・パラリ

ンピック教育の一環で、NPO法人 遠位型ミオパチー患者会代表

である織田友理子さんをお迎えし、心のバリアフリー、病気と闘

う強い意志、車椅子生活の苦労などをテーマに講演をしていただ

きました。織田さんは、車椅子であること以外、健康に見えます

が、全身の筋肉が奪われていく病気です。しかし、「自分があき

らめなければ、何でもできる！」「人は一人では生きられない。

生きていることに感謝したい！」「できる、できないで人の価値を決めない社会に！」など、自らの人生を

切り拓いていく力強さと、前向きな姿勢が大切であると、子供たちに伝えてくださいました。何よりも、

ずっと笑顔なのが印象的でした。 

福生七小では、全ての学年で福祉教育や

障害者理解教育に取り組んでいます。３年

生は、手話サークルによる手話体験、４年

生は、福生糸電話の会によるアイマスク体

験、医学博士 藤井輝明さんとのタッチン

グ授業、５年生は、社会福祉協議会による

車椅子体験、6 年生は、特別養護老人ホー

ム サンシャインビラ訪問など、障害に対

する理解を深めたり、障害者や高齢者とのかかわりの中から、自らの生き方を考えたりしています。 

また、学校全体では、インクルーシブ教育の視点に立った特別支援教育を推進しています。インクルー

シブとは、「包括的な」「包み込む」という意味で、インクルーシブ教育とは、子供たち一人ひとりが多様

であることを前提に、障害の有無に関わりなく、それぞれの子供の能力や困りごとを考慮して、通常の学

級で適切な支援を受けながら学ぶことをいいます。発達特性に応じたきめ細かな教育により、一人ひとり

の能力を可能な限り伸ばし、みんなで学び合うことを目指しています。 

例えば、「教室前面の掲示物を減らし、本棚や掲示板をカーテンで覆うことで、視覚刺激に敏感な子供で

も授業に集中できるようにする。」「朝や授業の始めに、今日はどのようなスケジュールで進めるかを示し、

時間の見通しをもてるようにする。」「情報を伝えるときには、口頭だけではなく、目に見える文字や絵で

視覚的に示して、理解をしやすくする。」など、これらは、障害の有無にかかわらず、全ての子供にとって

有効な支援になるとともに、安心して学びに向かうことのできる環境づくりになります。 

映画「みんなの学校」の舞台、大阪市立大空小学校の校長だった木村泰子先生は、「自分がされていやな

ことは人にしない、言わない。」ということを、子供たちが守るべきたった一つの約束にして、障害の有無

や家庭の事情等に関わりなく、教職員と保護者、地域の人々も共に学び合い、全ての子供が学び合える学

校を作りました。大切なのは、「大人がいつも子供に寄り添い、子供に学ぶこと。」だそうです。私たち教

職員はもちろん、共に子供を育てている保護者の皆様、地域の一員として子供を見守ってくださる地域の

皆様、全ての思いで子供たちを包み込んで、「みんなの学校」を創っていければと思います。 

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！ 

 

 

 

 

 

学校だより 

発行責任者 

校長 佐藤 正明 

所在地  

福生市北田園一丁目 1 番地 1 

平成 30年 11 月 30日 

遠位型ミオパチー患者会代表 織田友理子さん 

福生糸電話の会 アイマスク体験 てるちゃんのかお 藤井輝明さん 



継続は力なり！持久走の取組について      体育行事委員会 望月敬規 

 １１月１日～１５日までは持久走の取組を行いました。期間中、中休みの１０分間を使って全校で走る

という取組でした。目的は、「自己のペースで走ることで体力の向上を図る」ことです。子供たちは、中休

みになると校庭に出て音楽が流れるのを待ちます。曲を用意してくれたのは「体育委員会」の児童です。

今年度も走るピッチに適した良い選曲でした。また、走っている時の安全も「体育委員会」のみなさんが

見守ってくれました。転んだ人がいれば、真っ先に駆けつけました。おかげで大きな事故もなく、中休み

の持久走を終えることができました。「持久走カード」のゴールに向けて大変良く頑張っていました。これ

ほど意欲的に取り組める七小の子供たちは、さすがだなと感じました。 

 １６日には、持久走のまとめを多摩川中央公園で行いまし

た。目的は、「最後まで全力を尽くして完走し、期間中の練習の

成果を確かめ合う。お互いの頑張りを認め合うことで、励まし

合う心を養う。」の２つです。低学年が８００ｍ、中学年が  

１０００ｍ、高学年が１５００ｍを走りました。人それぞれに

結果の受け止め方は違うと思いますが、この日まで努力を継続

してきたからこの日の結果につながったのだと思います。努力

はいずれ報われるはずです。みんなよく頑張りました。持久走

は終わりますが、児童には何かを継続する、ということをこれ

からも続けてほしいです。 

持久走のまとめを行うにあたり、南田園三丁目町会や、ＰＴＡ本部役員の皆様にはコースの見守りをし

ていただき、また、保護者・地域の皆様には、温かい励ましの応援をしていただきました。多くの人々の

支えがあり、今年度の持久走を終えることができました。誠にありがとうございました。 

冬休みの生活について           生活指導主幹 山岸 千春 

間もなく冬休みが始まります。冬休みは、年の暮れと、お正月があり、ご家族で過ごす時間が多くなる

ことと思います。保護者会では、別途配布しました「冬休みの生活について」で、各担任から話があった

かと思いますが、以下の点については特に、ご配慮を、お願いいたします。 

 交通事故：今年度、福生署管轄内において、小・中学生の交通事故が多数発生しています。自転車乗車

の際はヘルメット着用、そして、道路走行中は、十分に周りに気を付けて被害者にも加害者にもならない

ようにしてください。 

 ＳＮＳ：本校でも、知らない人とのオンラインゲーム、ライン等の使用時間過多、悪口のトラブル等、

深刻な事態になってからの連絡・相談が多いです。やめる時刻を決める、使わない日を作るなど、ＳＮＳ

東京ルールなどを参考に、使用のルールについて是非話し合ってください。 

 万引き：福生警察署からの情報によると、小学生の万引きが、後を絶たないそうです。買い与えた覚え

のないものをお子さんが持っていないかなど、保護者の方が注意深く見守っていただくことで、問題が大

きくならずに済みます。「七小のやくそく」では、物をあげたり貰ったりは禁止していますので、よくお話

してみてください。 

この冬休みを、心も身体も健康に・安全に過ごせるよう、宜しくお願いします。 

２年１組担任交代、算数指導体制変更のお知らせ 

２年１組担任の 岩下 夏美 教諭は、体調を崩してお休みをいただいておりましたが、しばらく

病気休暇を取ることとなりました。そこで、１１月２９日（木）からは、これまで算数少人数指導を

担当しておりました 樋口 正治 主任教諭 が担任を務めることになりました。 

 それに伴いまして、算数の指導体制は・・・ 

３・６年生少人数指導・・・日吉 亜由美（講師）  

  ４・５年生・・・・・・・・講師が決まるまでクラス算数 

となります。保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 



展覧会のご案内  

 １２月７日（金）、８日（土）の２日間、

本校体育館にて展覧会を行います。「ひらめ

いて きらめいて」をテーマに掲げ、一人

一人の児童が目標をもって取り組み、手と

目と心を存分に使いながら作り上げた作品

を、会場いっぱいに展示いたします。 

 ご多用のこととは存じますが、保護者の

皆様、地域の皆様には是非ともご来場いた

だき、子供たちが作り上げた作品の一つ一

つのもつ良さを感じていただければ幸いです。 

日時：平成３０年１２月７日（金）  

午後１時から午後４時３０分まで 

１２月８日（土）  

午前９時３０分から午後４時３０分まで 

            （入場はいずれも午後４時までです） 

場所：本校体育館（受付は体育館入口にございます。） 

※１２月８日（土）３・４校時は、学校公開も行います。 

クラスでの授業も合わせてご参観ください。                         

※お車でのご来場はご遠慮ください。 

※上履きと外履きを入れる袋をご用意いただき、外履きは袋に入れてお持ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  池田 英津子 

11月 16日｢持久走のまとめ｣が多摩川中央公園にて行われました。私も、地域の皆さんや PTA本

部役員の方々とコース沿道に立ち、応援しました。この日は小春日和で、持久走には少し気温が高い

と思われましたが、子供たちは各々の目標をゴールに決め、霜月の風の中を走り抜けて行きました。

全てのコースには下り坂、登り坂があり、決して楽な道程ではありません。辛くなると自然と脚が止

まりそうになります。そのような時、沿道から声援がかかり、ハッとしてまた走り出す、その光景を

幾度となく見ることが出来ました。本当に苦しくなるのはコースの途中です。もっと多くの熱い声援

があったら、子供たちは、自分も知らない秘めた力を発揮できるかもしれない、と感じました。そし

て、その瞬間を多くの皆さんに見てもらいたいと思うのです。後から思えば、応援していたはずの私

が、逆に子供たちから｢頑張れるよ｣と後押しされた気がします。 

伴走された先生方、お疲れ様でした。 

４年生児童が作品を作っている様子 

体罰アンケートの実施について 

「見守り、声かけ、手をかけて、  

みんなで目指そうオープンな学校！」  

 これは、以前にもお知らせした本校職員研修会で立てた体罰防止のためのスローガンです。これ

まで学校としては保護者の皆様のご協力を得て、楽しい学校生活づくりに取り組んできています。 

 今回も、学校として、体罰や暴力のない楽しい学校づくりを目指し、児童に「暴力はいけないこ

と」について講話を行い、各学級では、楽しく学校生活を送ることができるようにするために、児

童にアンケート調査を行いました。 

 各家庭においても、お子様の声に耳を傾けたり、学校生活における出来事などについて話し合う

機会をもったりするとともに、人を大切にすることや、暴力はいけないということについてご確認

の上、何かお子様について心配なことがあれば、いつでも、どんなことでも学校にご相談ください

ますよう改めてお願いします。 

 



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 土

2 日

3 月 児童朝会　保護者会（５・６年）　

4 火 安全指導

5 水 ５時間授業

6 木 児童集会　４時間授業（展覧会準備のため）

7 金 展覧会　

8 土 展覧会　学校公開（３～４校時のみ）　特別時程・午前授業

9 日

10 月

11 火 児童朝会　

12 水 避難訓練

13 木 特別時程　２年：５時間授業

14 金 特別時程　サンシャインビラ訪問（６年　２・３校時）　委員会活動

15 土

16 日

17 月 特別時程

18 火 特別時程　１～３年：５時間授業

19 水

20 木 特別時程　１～３年：４時間授業、４～６年：５時間授業

21 金 特別時程　給食終了　４時間授業（清掃なし）

22 土

23 日

24 月

25 火 終業式・大掃除　特別時程・午前授業　　

26 水

7 月

8 火 始業式・大掃除　特別時程・午前授業

9 水
給食開始　４時間授業　席書会（３～６年、１５日までに）
発育測定（１年）

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

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）

※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。　

成人の日

冬季休業日始

12:15

13:00

15:10

12:15

天皇誕生日

13:15 14:20

14:35 15:45

振替休日

14:05 14:55

13:15 14:20

14:20

14:20 15:10

冬季休業日終了

日 曜 行　事
下校時刻（教室を出る時刻）

振替休業日

13:15

14:05

13:00

14:45 15:35 14:45

14:45 15:35

14:45

12:15

14:45 15:35

14:05 14:55

14:20 15:10

14:15 15:15

14:20 15:10

12月の生活目標

「落ち着いてしっかりべんきょうしよう」

・学習と休憩の区別をつける。

・あとしまつをきちんとする。
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