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いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けて ～福生七小の取組～ 

副校長  黒須 正吾 

 １年で最も寒い季節がやってきました。暦の上では 1月 20日が大寒、そこから立春までの２週間ほど

の間に１年の最低気温が更新されることが多いそうです。インフルエンザが猛威を振るっていますが、教

室では暖房の運転とともに加湿器を運転させて湿度を上げ、休み時間には教室の窓を開けて換気をし、手

洗い・うがいを励行しています。また、体育の時間や休み時間に縄跳び等で体を鍛え、インフルエンザ蔓

延拡大を防ごうとしているところです。その他にも、早寝早起きを心がけ、栄養バランスのとれた食事を

とることも有効です。ご家庭での声かけがとても大切ですので、保護者の皆様のご協力をお願いします。 

 さて、先日の１月 26日（土）には、福生市民会館大ホールにおいて「未来を拓くふっさっ子学習発表

会」が開催されました。そのうちの第１部では「いじめ防止標語」表彰式が行われ、福生市内の小中学生

1300 人以上の中から選ばれた 20 人の優れた標語に対する表彰が行われま

した。また、第２部では「いじめを許さないまち 今、わたしたちにでき

ること ～実践発表会」が行われ、福生市内の小・中学校各校のいじめ防

止に向けた具体的な取組についての発表がありました。本校の発表は、児

童会・代表委員会の子供たちが１学期から取り組んできたことを、「私たち

が考えたより良い七小」と題し、代表児童がポイントを絞って、堂々と発

表しました。この日、代表で演壇に立った５年生の高木優君は、発表の最

後に、「この活動のおかげで七小がより良くなったと思います。」 

と振り返っていますが、高木君が言うように、七小でいじめが起きにくいのも、児童が主体的に考え、自

らいじめの防止を訴えるような取組を推進してきたからに違いありません。 

 七小では、いじめ問題に対し、このような未然防止の取組をはじめとして、早期発見、早期対応、そし

て重大事態への対処と、４つの段階に応じて、いじめ防止に向けた効果的な対策を講じています。 

（１） 未然防止…「挨拶運動」や「いいことみつけ」などの児童会・代表委員会の取組、道徳教育・人

権教育の充実、全ての教職員を対象とした「いじめに関する研修」 

（２） 早期発見…定期的なアンケート調査の実施、スクールカウンセラーによる教育相談、校内支援委

員会・生活指導夕会・生活指導全体会などでの綿密な情報共有、児童理解 

（３） 早期対応…学年や生活指導部での相談体制、管理職への迅速な連絡・報告、学校全体での組織的

対応、いじめられた児童、いじめを報告してきた児童の安全確保、保護者との適切な情報共有、

教育委員会や関係機関等との相談・連携 

（４） 重大事態への対応…いじめられた児童の安全確保、落ち着いて教育が受けられる環境の確保、警

察との連携 

 以上の取組を具体策とし、本校では一人一人の子供のよさが発揮され、全ての児童が大切にされる風土

を培うとともに、いじめを許さない学校・学級づくりを進め、明るく楽しく生活できる学校環境を整えら

れるよう努めています。 

２月は、「ふれあい月間（いじめ防止強化月間）」です。家庭の中で子供たち一人一人が大切にされ、温

かい環境の中で過ごせることが、何より第一です。また、地域で「おはよう！」「いってらっしゃい！」

などと挨拶が交わされ、地域ぐるみで子供たちを育てていくことも、子供たちの心の安定につながりま

す。 

保護者、地域の皆様のご理解と、益々のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

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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日本の伝統を学ぶ昔遊び体験  ～地域の方々のお力を借りて～ 

                                    1 年担任 大島 静恵 

１年生は、生活科の学習で、日本の伝統的な遊びを知り、日本の文化に親しむ機会を作っています。竹

とんぼ、コマ、はねつき、メンコ、けん玉、おはじき、お手玉、あやとり、カルタの他、竹馬や凧揚げも

経験しています。冬の寒い時期でも「おしくらまんじゅう」のように遊びの中で体を温めたり、雪が積も

って外遊びができない時にも家の中でできる遊びを工夫したり、遊びの中に昔の人々の知恵を学ぶこと

ができます。 

今年度は、自分達が昔遊びの名人になることを目指してがんばる

だけではなく、２月８日（金）に清岩院幼稚園の年長さんを招いて、

昔遊びを教えてあげるという目標があります。そのために、１月３

０日（水）には、ゲストティーチャーとして地域の方々にお越しい

ただき、昔遊びのこつを教えていただきました。子供たちは、「ど

うやったら上手にコマを回せるんですか？」などと質問をしなが

ら、技を習得しようと一生懸命に練習していました。 

 幼稚園生との「昔遊び交流会」に向けて、プログラムを書いたり、司会やはじめの言葉などを考えたり

しながら準備を進めています。子供たちからの発想で、招待状を送ることにもなりました。自分達よりも

小さい幼稚園生を楽しませてあげるんだという気持ちに溢れています。幼稚園生のお世話をすることで、

また一歩大きく成長することを期待しています。 

 地域の方々との関わり合いを通して、目上の方々へのマナーを学ぶとともに、地域の方々に見守られ支

えられていることを感じてほしいと思っています。また、自分達も地域の一員として、地域の方々にして

いただいたことを下級生に返すという思いやりの連鎖を福生七小の伝統にしてほしいと願っています。 

 七小の環境教育について            保健・環境委員会担当 新開 亮 

七小では、毎年、エコキャップ運動、花いっぱいコンテストへの参加などの

環境教育に取り組んでいます。保健・環境委員会の児童が植えた花のデザイン

が評価され、優良賞や優秀賞などの賞を頂くことができました。子供たちが一

生懸命に出したアイディアです。正門入ってすぐの花壇をぜひご覧ください。 

今年度、新しい取り組みとして、『菜の花プロジェクト』『蛍プロジェクト』

を実施しています。菜の花プロジェクトは、校庭の周りに菜の花を植えていま

す。すでに咲き始めているものもあります。たくさん咲いて、春には校庭を黄

色く彩ってくれることを願っています。 

蛍プロジェクトは、地域の方から、蛍の幼虫を提供していただき、学校内で飼育しています。エサとな

るカワニナも校庭にあるふれあいの泉におり、蛍が生きていける環境が整っていることが分かりました。

地域の方々には、ふれあいの泉の整備にもご協力いただき、

大変ありがたいと思っております。子供たちと一緒に育てた

蛍が、梅雨の時期に飛ぶことを願って、現在育てているとこ

ろです。そろそろ、理科室で育てている蛍を、ふれあいの泉

に放ちます。七小で蛍が見られる日を心待ちにしつつ、プロ

ジェクトを進めていこうと思っています。 

 



校内書写展について 

 1 月 16 日(水)から 19 日(土)までの間、校内書写展を行いました。

展示してあった作品は、3学期の初めに行いました席書会で書いたもの

です。3年生以上の児童が行った席書会は、体育館一面に広がり、落ち

着いた雰囲気の中で床に座って書く毛筆による書初め会です。真剣に書

いた一つ一つの作品はどの作品にも努力の跡があふれていました。 

児童は期間中、各学年・学級ごとにカードをもって作品の鑑賞を行い

ました。止め、はね、はらいや文字の中心、バランスなどよいところを

見つけていましたが、下級生は、上級生の作品を見て、すごいな、さす

がだな、と思ったようです。 

 保護者・地域の皆様には、学校公開に合わせて多数の皆様にご覧いた

だきましてありがとうございました。 

道徳授業地区公開講座について 

 1月 19日(土)に道徳授業地区公開講座が行われました。2校時には全クラスで道徳授業、3校時には

講演会・意見交換会が行われました。 

 講演会は、元ＨＯＹＡ（株）ビジョンケアカンパニー レンズテクノロジーセンター開発部フェローの

木谷 明さんにご講演をいただきました。演題は「あきらめないでチャレンジ」です。木谷さんは、現在

ふっさっ子の広場でおもちゃ修理や、ボランティアを担当されていますが、子供の頃は機械を分解して中

の仕組みを調べるのが大好きだったそうです。 

 幼少の頃から大学時代、会社に入社してから、そして退職後と、木谷さんの半生を振り返りながら、一

貫して、何事もあきらめずに挑戦してきたことを、画像を見せながらお話をして頂きました。 

 子供たちはお話を聞いて、「努力を続ければ必ず帰ってくることを知りました。」「木谷さんのように楽

しくやるということは大事なことなんだなと思いました。」「これからは、何事もあきらめないでチャレン

ジしていこうと思います。」などの感想を抱き、これからの生き方について考えていました。 

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 

 1月 17日(木)に 5年生が収穫祭を行いました。2クラスが合同で、秋に収穫したうるち米と、もち米

のおにぎり、お味噌汁を作って食べました。当日は、稲作学習にご協力いただいた、福生市農業委員会の

石川さん、町田さん、小山さん、担当課のシティーセールス課の方、しめ縄飾り作りの講師をしてくださ

った村野さんをご招待し、各テーブルで一緒に食べていた

だきました。少し恥ずかしそうに、サポーターのみなさん

と話しながら、自分たちで作ったものを笑顔で食べる 5年

生のみんなは、とても嬉しそうでした。5年生は春からの

稲作学習を通して、普段食べているお米を作ることの大変

さや、食べ物のありがたさ、そしてお米を採った後の藁も

無駄にせず活かすことが、日本の伝統文化として引き継が

れていることなどを学びました。多くの地域の方のご協力

で豊かな学習体験ができたことに感謝しています。 



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 金
人権尊重月間始　特別時程　委員会活動
日米文化交流会（５年、１校時～昼休み）

2 土

3 日

4 月 児童朝会

5 火 特別時程　１・２年４時間授業　入学説明会１４：００～

6 水

7 木 朝読書　校外学習（国会見学/他、６年） 14:45 16:15

8 金 特別時程　４時間授業

9 土

10 日

11 月

12 火 読書週間②始　朝読書

13 水 ４時間授業

14 木
１～２年：５時間授業　児童会選挙（３～６年、６校時）
朝読書　喫煙防止教室（６年、２校時）

15 金 朝読書　クラブ活動　クラブ見学①（３年、クラス別）

16 土 土曜授業（公開なし）　特別時程　午前授業

17 日

18 月 １～２年：４時間授業　３～６年：５時間授業　安全指導

19 火 朝読書　薬物乱用防止教室（６年）　挨拶運動始

20 水 ５時間授業

21 木 児童集会　挨拶運動終 14:45

22 金 クラブ活動　クラブ見学②（３年、個別）　読書週間②終

23 土

24 日

25 月 児童朝会

26 火 授業参観（５校時）・保護者会（３・４年）

27 水

28 木
授業参観（５校時）・保護者会（１、２年）
人権尊重月間終

※２月も、予告なしの避難訓練があります。

1 金 ６年生を送る会（３・４校時）　委員会活動

2 土

3 日

4 月 車椅子体験（５年、３・４校時）

14:45 15:35

14:45 14:4515:35

14:35 15:45

14:45 15:35

14:05 14:55

15:35

14:05

15:35

14:35 15:45

13:35 14:45

建国記念日

13:00

14:20 15:20

14:45 15:35

13:15 15:10

14:20 15:10

15:35

13:00

日 曜 行　事
下校時刻(教室を出る時刻)

３月当初の予定

14:35 15:45

14:45 15:45

12:15

14:45 15:35

14:45 15:35

14:45

2月の生活目標 「思いやりのある行動をしよう」

・相手の身になって考える。

・友達にやさしい言葉遣いをする。
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