
 

 

 

 

 

 

 

 

福生第七小学校は、４月からコミュニティ・スクールになります！  

校長  佐 藤 正 明 

平成３０年度も残りわずかとなり、季節も日ごとに春めいてまいりました。保護者、地域の皆様におか

れましては、今年度も、本校の教育活動へのご理解、ご協力を賜り、感謝申し上げます。本校ではこれま

で、「かかわり・つながり・高め合う」を合言葉に、子供にかかわるすべての人と共に、子供たちの豊かな

学びと成長のために「地域社会と連携・協働して子供を育てる学校」、「一人一人が大切にされ、笑顔あふ

れる学校」を目指して、教育活動の充実に向けて取り組んできました。 

来年度から、これまでの取組を継続・発展させ、新たに福生第七小学校コミュニティ・スクールとして、

スタートします。コミュニティ・スクールとは、学校と保護者や地域の方々が共に知恵を出し合い、学校

運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域と共にある学校

づくり」を進めるしくみです。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地

域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。主な役割として、「校長が作成する学

校運営の基本方針を承認する」、「学校運営に関する意見を述べる」、「教職員の任用に関して意見を述べる」

の３つがあります。これまで、地域や保護者等を代表した準備委員会のメンバーで、コミュニティ・スク

ールの方向性や組織について、話し合ってきた結果、福生第七小学校コミュニティ・スクールは、 

①地域の人的・物的資源の活用や社会教育との連携により、「地域と共に子供を育てる学校」を実現する 

②学校を核として、地域の大人と子供が共に学び合うことで、「地域コミュニティを活性化」させる 

ことを目的として、「地域環境を生かした教育」、「学力向上」「家庭の教育力」の３つの重点課題に取り組

んでいくことになりました。 

保護者・地域の誰もが子供た

ちの教育の当事者となり、「学校

を核として、地域ぐるみで子供

を育てる」という、私たち一人

ひとりが学校への熱い思いをも

つことで、責任感をもって子供

への教育に携わり、さらに、子

供たちの学びや体験を充実させ

ます。また、お互い顔が見える

関係となり、学校と地域が一体

となったコミュニティの形成に

つながることを願っています。 

 

 

4月には、それぞれが進学・進級を控え、新たな気持ちを抱いていると思

いますが、小学校に入学してくる幼稚園や保育園の年長児は、一層、ドキド

キやワクワクが大きいと思います。2 月 8 日(金)には、清岩院幼稚園の年長

（5歳児) 28名を小学校に招待して、昔遊び交流会を行いました。1年生が、

小学校入学を控える幼稚園児に昔遊びを教えながら、交流を楽しみました。

小学校への憧れや希望を抱くとともに、異年齢交流による豊かな育ちにつな

がる取組です。一年間の子供たちの成長の大きさを改めて実感しました。 

～学校を核として地域ぐるみで子供を育てる～ 

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 31年 2 月 28日 

幼稚園と小学校との連携の取組が始まる！ ～異年齢の交流を広げる～ 



校内研究の深まり  
研究主任  大島 静恵 

 

 

 
 

 

 

これからの社会を生き抜く子供たちにとって、自分の考えを順序立てて論理的に伝えられる力、

相手の話の意図を理解し、建設的に話し合える力、自分の伝えたいことが伝わるように適切な言葉を

選択できる力等が重要な能力の一つです。そこで、下記に示す児童を育成するために、この２年間、

国語科の「話すこと・聞くこと」の領域で研究を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

研究１年目には、話すときや聞くときに大事なポイントを

視覚的に分かりやすく提示したことで、話す項目を理解し、

主体的に自分の考えを伝えようとする児童の姿が多く見られました。また、体の向きや机の配置など

を工夫したことで、話し手や聞き手を意識して伝え合う児童が見られるようになりました。しかし、

ペアやグループでの交流活動（話し合い・アドバイスタイム等）の際に、自分の考えを適切に伝える

ことや、相手の話の意図を理解して自分の考えを深めることに課題が見られました。 

そこで、研究２年目である本年度は、昨年度の課題であった交

流の仕方について丁寧に指導を積み重ねてきました。自分の考え

を伝えたり、相手の意見に対応した答えを返したり、関連した質

問をしたりできるように、低学年・中学年・高学年で身に付けさ

せたい話型を作成し、各教室に掲示しました。繰り返し指導する

なかで、相手の意見につなげて自分の意見を伝えるなど話すこと

ができるようになってきています。 

また、話し合いの質を高めるために、話し合う際のポイントを示し、そのポイントに沿って話し合え

ているかどうかを児童が自己評価や他者評価をし合うようにしました。自分がどの程度できたかを自分

自身で振り返ったり、友達からアドバイスをもらったりして知ることが、内容や技術の改善につながる

と考えるからです。また、他者評価をすることで聞くときの心構えが変わるだけではなく、どんなこと

に注意して話す必要があるのかを再確認することもできます。 

さらに、国語科以外の他教科でも話し合いの仕方を意識させたことで、話し合いの技術が向上し

てきています。児童が身に付

けた「話す・聞く」の技術を今

後の学習や日常生活にも生か

していけるように継続的に指

導するとともに、教師自身の

指導技術の向上にも努めてい

きたいと思います。 

◇目指す児童像◇ 

〇自分の思いや考えを明確に話せる子 

〇相手の思いや考えを理解しながら聞ける子 

〇適切な言葉で自分の思いや考えを伝え合える子 

 

【研究主題】 

「自分の思いや考えを伝え合う児童の育成」 

～ 言語活動の充実を通して ～ 
 



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 

１月 30 日、１年生の昔あそび体験が体育館で行われました。

10 人の地域サポーターがいらしてくださり、お手玉、あやとり、

コマ、おはじき、メンコ、竹とんぼ、羽子板の８種目を指導してい

ただきました。全く初めての経験という児童もいましたが、指導

する側が驚くほどの腕前の児童もいて、サポーターの方からは｢続

けてワザをみがいてほしい｣という声も聞かれました。 

  ２月８日には清岩院幼稚園の年長さんたちを招いて「昔あそび

交流会」が行われました。今度は 1 年生が昔あそびを教える立場になり、磨いてきた技を見せたり、

教えたりしていました。 

  児童たちは良きお兄さんお姉さんになって園児たちの手をひき、楽しそうに過ごしていました。 

  終了後の感想では、園児たちの「コマが回せた｣｢羽子板が楽しかった｣等の声が聞かれ、児童たちの

満足気な顔が見られました。 

「通学路見守りボランティア」の登録にご協力を！ 

 児童の登下校中の安全確保のため、「通学路の見守りボランティア」の募集を行います。 

「通学路の見守りボランティア」の活動では、登下校時に児童に付き添ったり、通学路や学校周辺を

パトロールしたり、危険な場所に立ったりしていただいています。 

 見守り体制の充実のため、保護者の方だけでなく、地域の皆様にも是非ご協力をお願いします。 

 尚、ボランティア登録をしていただいた方には、黄色いベストや帽子、防寒着等を貸与します。ま

た、ボランティア保険に加入しますので、事故等が起きた場合は保険が適用されます。ご賛同いただ

ける方は、学校（担当；副校長 黒須 ，電話；042-551-9303）までご連絡ください。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10/3（木）～4（金）   
名栗自然教室（５年） 

11/15（金） 学芸会（児童鑑賞日） 
11/16（土） 学芸会（保護者鑑賞日） 
12/6（金） 持久走のまとめ 
授業参観・保護者会 

1・4 年…12/3（火）  
2・5 年…12/5（木）   
3・6 年…12/9（月） 

12/25（水）  終業式 
 
 
１/８（水） 始業式 
１/16（木）～/22（水）校内書写展 
１/16（木）～/18（土）学校公開 
１/18（土） 道徳授業地区公開講座 
２/1５（土） 土曜授業（公開なし） 
授業参観・保護者会 

1・2 年…2/27（木） 
3・4 年…3/2（月） 
5・6 年…3/5（木） 

３/24（火） 修了式 
３/25（水） 卒業式 

４/８（月） 入学式・始業式 
４/10（水） 給食開始（2 年以上） 
年度初め保護者会 
 ３・５・６年…４/11（木） 
１・２・４年…４/15（月） 

４/20（土） 学校公開・PTA 総会 
４/23（火） 遠足（３・４年） 
５/25（土） 運動会 
６/8（土）  土曜授業（公開なし） 
６/11（火） 遠足（１・２年）  
６/24（月）～/26（水）   

日光移動教室（６年） 
授業参観・保護者会 

2・4 年…7/4（木） 
3・5 年…7/8（月） 
1・6 年…7/9（火） 

７/19(金) 終業式 
 
 
８/27（火） 始業式 
９/14（土） 学校公開・セーフティ教室 
 

※予定は変更する場合があります。 



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 金 ６年生を送る会（３・４校時）　委員会活動

2 土

3 日

4 月 児童朝会　　授業参観（５校時）・保護者会（５・６年） 14:45 16:30

5 火

6 水

7 木 児童集会　　 14:45

8 金 交流給食（午前のみ特別時程）　　クラブ活動

9 土

10 日

11 月 児童朝会　　避難訓練（２校時）

12 火 安全指導　１～３年：５時間授業

13 水

14 木 特別時程　１～３年：５時間授業

15 金 特別時程　５・６年：６時間授業

16 土

17 日

18 月 特別時程　１～３年：５時間授業

19 火 特別時程　１～４年：４時間授業　給食終了　卒業式予行（５・６校時）

20 水 午前授業

21 木

22 金
特別時程　修了式・大掃除　　卒業式・前日準備
１～４年：３時間授業、５・６年：４時間授業

23 土

24 日

25 月 卒業式（５・６年）

26 火

12:15

14:20 15:10

14:20 15:10

14:20 15:10

15:45

14:45 15:35

14:45 15:35

春季休業日開始

春分の日

日 曜 行　事
下校時刻(教室を出る時刻)

12:15

11:25

15:10

14:35 15:45

12:15

14:45 15:35

14:45 15:35

14:05 14:55

13:00

14:05 14:55

15:35

14:35

3月の生活目標 「力を合わせて最後までがんばろう」

・学習のまとめをきちんとする。

・校内のそうじをしっかりやる。

・１年間の健康・生活の反省をする。

５日（金） 春季休業日終 入学式準備（６年登校）

８日（月） 特別時程 始業式 入学式

９日（火） 特別時程 大掃除

１０日（水） 給食開始（２～６年）

発育測定・視力検査（６年）

１１日（木） 保護者会（３・５・６年）１４：００～

発育測定・視力検査（５年）

１２日（金） 児童集会 発育測定・視力検査（４年）

１５日（月） 発育測定・視力検査（３年） １年給食開始

保護者会（１・２・４年）１４：００～

１６日（火） 発育測定・視力検査（２年）

１７日（水） 発育測定・視力検査（１年） ４時間授業

１８日（木） 全国学力・学習状況調査（６年）

１９日（金） １年生を迎える会

オーケストラ鑑賞教室（６年）

２０日（土） 学校公開 ＰＴＡ総会


	学校便り3月号1面
	学校便り3月号2～3面
	30年度　学校便り3月号　　4面

