
 

 

 

 

 

 

 

 

AIと共存していく社会の中で、学び方が変わる ～不易と流行～ 

校長  佐 藤 正 明 

 それぞれの家庭での夏休みを終え、心身ともに新しい力に満ち溢れた子供たちとともに、２学期が始ま

りました。今年の夏は、「命にかかわる危険な夏さ」、「観測史上最高」、などの言葉に表現された全国的に

猛烈な暑さに見舞われた夏休みでしたが、夏休みだからこそできる貴重な体験や、子供たちが自分の頭で

考える経験を重ねることができたのではないでしょうか。 

 夏休み中には、ふっさっ子グローバルヴィレッジ（3 泊 4 日、長野県佐久市）があり、福生七小からも

２名の５年生が参加しました。報告会の中で、「外国人の先生は優しかった。グローバルヴィレッジで学ん

だ英語を授業でも使ってみたい。」「日本にいる外国の方にも英語で話してみようと思う。」など、英語だけ

で過ごした４日間を振り返り、新たな決意を語ってくれました。 

さて、社会のグローバル化とともに、お掃除ロボットやクルマの自動運転、AI スピーカーなど、AI

（Artificial Intelligence＝人工知能）が、私たちの生活のすぐそこまできています。「AI に人間の仕事が

奪われるのではないか？」という人もいます。科学技術が急速に進歩し、これからは、AIと共存していく

社会の中で、人としてよりよく生きていくために、「課題を発見し解決する力」、「情報を活用する力」、「言

語能力やコミュニケーション能力」そして、「読解力」などがますます重要になってきます。また、時代を

超えて変わらない価値のあるものとして、「豊かな人間性」、「正義感」、「他人と協調し、他人を思いやる

心」、「自然を愛する心」などを子供たちに培うことは、いつの時代においても大切です。このような力を

育むために、学校がこれまでの一斉授業だけではなく、日常生活に即した課題を自ら発見し解決していく

ような主体的な学びの場となり、異年齢との交流学習や地域社会との協働など、対話的な学びが拡大して

いくことで、より深く学ぶ機会を提供できるように、学校における学び方が変わっていきます。 

❏ 全ての教室で「福生七小 学び方スタンダード」による授業を行います 

福生七小では、これまでの「ふっさっ子スタンダード」、「三中学区学びのスタン

ダード」を統合・発展させて、「福生七小 学び方スタンダード」を作成しました。

どの教科においても、全ての教員が魅力ある授業づくりを進め、子供一人一人が

「わかる楽しさ」「できた喜び」を味わえる確かな学力を育くんでいきます。 

❏ タブレット端末、デジタル教科書、書画カメラ等の ICTを効果的に活用します 

夏休み中に、コンピュータ室にタブレット PC児童用 40台が配備され、校内ネ

ットワーク環境も整いました。また、全学年でデジタル教科書、３年生以上で「や

る Key（国語・算数）」も導入し、ICTを効果的に活用した授業を推進します。 

２学期以降も、安全・安心で質の高い教育環境の中で、一人一人の子供のよさが

発揮され、全ての子供が大切にされる風土を培い、「チーム七小」を合言葉に教職員一同、力を尽くします。

子供たちが学習や学校生活の様々な場面で、どのような発想や感性、行動力などを見せてくれるのか楽し

みです。是非、保護者、地域の皆様も一緒に応援してください。 

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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早期の支援が広がっています 

特別支援教育コーディネーター 坂本 栄子 

 福生市内の全小学校に特別支援教室が設置されて２年目、本校にことばの教室が開級して

３年目になり、特別支援教育への理解も深まりを見せつつあります。 

 今年度に入って、学習やコミュニケーション、また言葉の面などについて、保護者の方か

ら担任に相談されたことから支援につながるケースが増えてきました。かわせみ教室やこと

ばの教室に通う子供たちは、自らの課題に向き合って、生き生きと学んでいます。 

 発達障害などについての研究が進んできて、支援方法についての研究も進んでいます。時

間がたてば変わるかもしれないと待っているより、気になることがあればまず相談をしてい

ただければと思います。特別支援はできるだけ早期からが良いといわれています。一緒に考

えていければと思います。  

 校内では、すべての教員が特別支援教育について研修を深め、ユニバーサルデザインの授

業を行い、様々な特性をもつお子さんへの配慮を行っています。子供たちが生き生きと学校

生活を送れるよう、引き続きご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

ことばの教室について 

 ことばの教室主任 髙橋 三郎 

 

 ことばの教室は、言葉に課題のあるお子さんが通常の学級に在籍したまま、週１回 90

分程度、個別の言語指導を受けられる学級です。小学校１年生から６年生までが対象と

なります。お子さんの言語面について、ご心配があるようでしたら、お気軽にご相談く

ださい。詳細については下記の QRコードよりご覧いただけます。 

 

◎ ことばの教室の対象となるお子さん 

・ 発音の誤りのあるお子さん（すいか→しゅいか、つくえ→ちゅくえ、イキシチニ

の音が不明瞭な音になる、など） 

・ 吃音のあるお子さん（語頭を繰り返したり引き伸ばしたり詰まらせたりする） 

・ ことばの発達や読み書きに課題のあるお子さん 

 

◎ ことばの教室を申し込むには… 

 まず、担任の先生や特別支援教育コーディネーターにご相談

ください。その上で、福生市の教育相談室（℡042-551-7700）

へ、ことばの教室に入級したい旨をお電話にてお伝えください。 

 （スマートフォンにて 

閲覧してください） 

 



   養護教諭 山口 佐織 

７月２６日（木）に七小会議室にて各校医の先生方と PTA、

教職員で学校保健委員会を開催しました。内容は、本校児童の

健康状態や保健室来室状況、健康診断の結果の報告を行い、各

校医の先生方から助言をいただきました。 

  福生市学校保健会長でもある耳鼻科校医の宮城先生から

は、学年が上がるにつれ視力の悪い児童が増えていることか

ら、見えないことに慣れてしまうと、見えない生活があたりま

えとなってしまうので、きちんと矯正して不利益のないよう

にすることが大切であるというお話がありました。スマホやテレビのブルーライトの害

についても話題に上がりました。寝る前にブルーライトを浴びると脳内が活性して睡眠

障害につながる不安があるので、１日何時間と決めることや、寝る３時間前からはスマホ

やテレビを消すようにすることが大切になります。 

  歯科医の関口先生からは、よく噛むことが大切だというお話がありました。よく噛むこ

とは歯並びをよくし、顎の発達を促します。また唾液の増加によるむし歯の減少やよい消

化、肥満の減少にもつながります。意識的に家庭の料理でも大きめに切り、歯ごたえのあ

るものを食卓に出すなどして、しっかりと噛む習慣を作るとよいそうです。 

PTA の方々も交えてたくさんの意見交換を行い、有意義な委員会となりました。 

 

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  池田 英津子 

今年度から始まった｢放課後学習教室（５、６年生対象）｣１学期分が終了しました。 

地域の人達が支援してくださるという新しい形式に、緊張して始まりましたが、回を重ねるごとに

打ち解けて普段の教室とは違った雰囲気の中、ボランティアの皆さんも楽しんで参加してくれていま

す。学習ばかりではなく、このような地域の大人との交流にも繋がりました。  

これらの経験を踏まえ、２学期からも一層の充実を目指して行きたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体罰防止スローガンについて 

 本校では、日頃から教職員の研修を行い、チーム七小として組織的に課題解決に取り組んでいます。

体罰の防止についても、体罰が起きやすい状況や、回避の仕方等について、１学期末に全職員を対象に

研修を行いました。 

 研修会では、次のスローガンを採択しました。  

体罰根絶に向けて    

   「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！」  

                             を宣言します。  
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
8/29 水 始業式・大掃除　午前授業

30 木 特別時程・４時間授業（清掃まで）　給食開始

31 金 特別時程・５時間授業　発育測定（１年）  

9/1 土

2 日

3 月 １～４年：５時間授業　発育測定（２年）

4 火 避難訓練（３校時）　発育測定（３年）　挨拶運動始

5 水 ４時間授業　発育測定（４年）　教育相談日

6 木 中学校体験授業（６年）　発育測定５年　挨拶運動終 14:45 15:45

7 金 発育測定(６年)   委員会活動

8 土 校庭芝生管理１５：００～

9 日

10 月

11 火 名栗移動教室前保護者会（５年）１４：５０～ 14:45 15:35

12 水

13 木 14:45

14 金 安全指導　

15 土
学校公開　　特別時程・午前授業
セーフティ教室：２校時（低）・３校時（高）
意見交換会（４校時）　　ＰＴＡ主催音楽イベント１４：００～

16 日

17 月 敬老の日

18 火

19 水

20 木 商店街見学（３年・午後） 14:45

21 金 臨時児童朝会　　クラブ活動

22 土

23 日 秋分の日

24 月 振替休日

25 火
特別時程・ＰＴＡ学年行事（５年）　視力検査（１年）
個人面談週間（希望制）始【～１０月６日】

14:20 15:10

26 水 ＰＴＡ学年行事（４年）　視力検査（２年）

27 木 特別時程・ＰＴＡ学年行事（２年）　視力検査（３年）

28 金 特別時程  視力検査（４年）　　

29 土

30 日

※２：ＰＴＡ学年行事については、各学年のクラス委員さんより詳細の案内が出されますので、そちらで内容および終了時刻等を
確認してください。

※1：下線を引いた下校時刻は、通常の下校時刻とは違っていますのでご注意ください。　

日 曜 行　事
下校時刻

12:15

13:15

14:20

14:20

14:45 15:35

14:45 15:35

14:05 14:55

13:00

15:35

14:35 15:45

14:45 15:35

14:45 15:35

15:35

14:20 15:10

15:35

14:45

12:15

14:05 14:55

14:45 15:35

14:5514:05

14:20 15:10

14:35 15:45

９月の生活目標 「すすんでこうどうしよう。」
・気持ちのよいあいさつをする ・学習と休憩の区別をつける

・集合を早くする ・けがに気を付けて元気に運動する
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