
 

 

 

 

 

 
 
校長  佐 藤 正 明 

校庭の桜の花やたくさんの春の花々が、子供たちが登校する今日にあわせて、満開になりました。 

新１年生３５名を迎え、全校児童２４７名（９学級）で福生第七小学校の新年度がスタートしました。

お子様のご入学、ご進級、誠におめでとうございます。教職員一同、心よりお祝い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本校では、「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全力で教育活動の充実に向けて取り組んでいきます。 

福生七小には、花いっぱいの校庭や、湧水を利用したふれあいの泉（ビオ・トープ）、多摩川中央公園、

福生ほたる公園などがあり、豊かな自然環境が広がっています。地元には、「福生ホタル研究会」や、福生

市で唯一残る「町田さんの田んぼ」などがあり、環境教育や自然体験活動などに力を入れています。また、

町会や地元の有志による「しめ縄飾り」体験やボランティアによる読書活動、様々な教科等でのゲスト・

ティーチャーなど、地域社会の優れた人たちの協力によって、「かかわりとつながりのある教育」が展開さ

れています。近隣の幼稚園や保育園、福生第三中学校や福生高校などとの連携、ことばの教室・かわせみ

教室と通常の学級とが一体となったインクルーシブ教育の推進、一人一台のタブレット端末やデジタル教

科書などのＩＣＴを活用して確かな学力を育む授業、円型ホワイトボード等を活用した対話や学び合いの

授業など、時代の求める教育環境を整え、質の高い学びの実現に向けて、教職員が日々、試行錯誤してい

ます。このような自然環境、地域社会の人材、時代の求める教育環境を生かして、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、教育活動を進めていきます。 

４月からは、コミュニティ・スクールとしてスタートします。学校と保護者や地域の方々が知恵を出し

合い、子供たちの豊かな成長を支え、学校を核として地域ぐるみで子供を育てていきます。「地域環境を生

かした教育」、「学力向上」「家庭の教育力」を重点課題として、様々な取組を進めていきます。これらの実

現に向けては、教職員だけでなく、保護者の皆様、地域社会の皆様の力を一つにすることが必要です。引

き続き、子供たちの健全な生活へのご配慮と、本校の教育活動へのご理解、ご協力をお願いいたします。 

かかわり、つながり、高め合う ～学校を核として地域ぐるみで子供を育てます～ 
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特別支援教室専門員

研究主任

主幹教諭（教務） 主幹教諭（生活）

野崎　和広 スクールサポートスタッフ 海野　優子

宮本　啓子

校医（内科）

スクールカウンセラー

給食配膳員

学校管理員

校長

主幹教諭

佐藤　正明

山田　美佳

かわせみ教室

3年2組 新開　　亮

山岸　千春

保健主任

1年1組 樋口　正治 非常勤教員 木村　　円 都事務職員 髙橋　知栄 小松あかね

森田　哲生

安木　静子

浅井　博行

山口　佐織

副校長

桂川　敬太

6年2組 山田　美佳 学校司書

2年1組 松下　雅明 髙橋　三郎 市事務職員 横山　祐子 中村美智子

ことばの教室2年2組 望月　敬規 坂本　栄子 学校用務職員 鈴木　　功 森田久美子

3年1組 安木　静子 桂　惠梨奈 事務補佐 桐原　宣和

音楽 山岸　千春 講師（算数・家庭） 日吉亜由美 足立　美行 校医（耳鼻科） 宮城　真理

清　　貞光

4年1組 吉成　　亮 木下由利子 養護教諭支援員 市村　トミ子 大原　要三

授業指導補助員

5年1組 浅井　博行 青代　恭一 シニアサポーター 小牟田充代 草谷　利幸

6年1組 森下　　純

図工 冨岡 あゆみ 講師（理科・書写） 荒井　善雄 安江　祐子 校医（眼科） 津村　豊明

算数 岩下　夏美 講師（理科）家庭と子供の支援員 原　　紳司 池田英津子 学校薬剤師 横田　陽子学校支援 コーディネーター

養護 山口　佐織 ALT Stephen Wightman 髙山　浩之 育児休暇 小原ひろ子

本間　待子 福田　潤子 校医（歯科） 関口　賢真

橋本日登美 山﨑　美幸



 

教職員退職・異動のお知らせ 

転入者あいさつ 

 

 

 

 

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

8 月 始業式・入学式　特別時程 11:30 10:40 11:15

9 火
特別時程　１年:３時間授業、２～６年:午前授業

大掃除（２～６年）
11:30

10 水
給食開始（２年～６年）　１年:３時間授業、２年：４時間授業、
３～６年:５時間授業　定期健康診断始　　発育測定・視力６年 11:30 13:00

11 木
１年：３時間授業、２～６年：４時間授業　発育測定・視力（５年）

保護者会（３・５・６年）14：00～　　　尿検１次① 11:45

12 金
１年：３時間授業　児童集会（２～６年　迎える会の歌）
発育測定・視力４年　委員会活動 11:45

13 土
14 日

15 月

児童朝会　給食開始１年　１年：４時間授業（～５月２９日）

２・４年：４時間授業　保護者会（１・２・４年）14：00～

発育測定・視力（３年）
13:15 13:35 15:35 13:35

16 火 発育測定・視力（２年） 13:15 14:45

17 水 特別時程・４時間授業　発育測定・視力（１年）　挨拶運動始

18 木
安全指導　２・３年：５時間授業    歯科（１・３・５年）9：30～

文科省全国学力・学習状況調査（６年）　クラブ活動 13:15

19 金

１年生を迎える会　　オーケストラ鑑賞教室（６年　３・４校時）

挨拶運動終　尿検１次②（未提出者）
内科検診（２・４・６年）13：00～

13:15

20 土 学校公開　特別時程・２時間授業　ＰＴＡ総会（３校時　10：30～）

21 日

22 月
児童朝会　歯科検診（２・４・６年）9：30～
内科検診（１・３・５年）13：00～ 13:30 14:45

23 火 遠足（３、４年）　聴力検査２・５年 13:15 14:45

24 水 ５時間授業　集団下校訓練（５校時）　聴力検査（３年）

25 木
２年：５時間授業　消防車写生会（２年　３・４校時）
臨時児童集会（２～６年）　耳鼻科検診（全学年）13：00～ 13:30 14:45

26 金 特別時程　離任式（６校時）　２～６年：６時間授業　聴力検査１年 13:00
27 土

28 日

29 月 昭和の日

30 火 国民の休日（退位の日）

13:50

15:35

15:05

14:45

15:35

15:40 15:35

10:20

9:15

12:15

14:05

13:35

15:35

15:35

14:35 15:45

14:35 15:45

13:00

日 曜 行　事
下校時刻（教室を出る時刻）

4月の生活目標

「きまりをまもって みんななかよくしよう」

（安木 静子）八王子市立第一小学校より転入いたしました、安木静

子（やすぎしずこ）と申します。多摩川が近く自然にあふれた第七小学校

で勤務できることを嬉しく思っています。子どもたちが楽しく学び合える

よう尽力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（森田 哲生） 初めまして。福生三小から線路を越えて、や

って参りました。七小は周りにたくさんの自然があり、大好きな

多摩川も近くて、楽しみです。 七小の子供たち、保護者・地域

の方のためにがんばります。よろしくお願いいたします。 

（木村 円） 

はじめまして。満開の桜と明るい校舎に迎えられて、１年生の

気分です。いろいろな教室におじゃましますので、よろしくお願

いいたします。 

（青代 恭一）  

かわせみ教室の青代恭一です。水曜日と金曜日にかわせみ教室

にいます。笑顔あふれる七小を目指して、がんばっていきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

24(水は) 

ふっさっ子の広

場はありません 


