
 

 

 

 

校長  佐 藤 正 明 

来月から新しく始まる元号「令和」～人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育

つ～という意味で、「厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、

一人ひとりの日本人が、明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることがで

きる。そうした日本人でありたい」との願いが込められているそうです。 

希望に満ち溢れた新しい時代を生きる子供たちには、様々な変化に積極的に向き合い、

他者と協働して課題を解決していくことや、様々な情報から新たな価値につなげていく  

こと、生きて働く知識を習得していくことなど、しっかりと育んでいきたいと思います。 

 このような「生きる力」を育むために、福生第七小学校では、いくつかの新たな取組に挑戦します。 

➊ 「チーム七小」として学校に関わる全てのスタッフが協働して質の高い教育を提供します 

地域や企業の人材、専門家、ゲストティーチャーなどを積極的に招聘して、学級担任と連携・協働する

ことで、子供たちにとって体験的で深い学びが実現する授業づくりを工夫します。また、学習指導補助や

学習ボランティアなどによる授業支援の在り方を工夫し、子供の困り感に寄り添った支援を充実させます。 

➋ ICT（一人１台タブレット端末、デジタル教科書）を積極的に教育活動に取り入れます 

これまでの学校教育の蓄積を生かし、学習の質を一層高める授業改善の取組を活性化していくために、

一人１台タブレット端末（３・４年 iPad 等）を用いた新たな学びのスタイルを取り入れます。国語と算数

では、デジタル教科書を用いた学びの可能性を探っていきます。 

➌ 近隣の幼稚園・保育園との連携を強化し、非認知能力の育成と幼児期か

らの子供の育ちと学びをつなげます 

昨年度は、清岩院幼稚園との交流が始まりましたが、今年度は、杉ノ子第二

保育園との交流も加わり、幼保小連携の取組と小学校入門期の学びの基盤づく

りに力を入れます。今週は、２年生の消防車写生会に、杉ノ子第二保育園の年

長さんたちを招待すると、幼児のキラキラした眼差しが印象的でした。 

 

この３月で、本校を退職・転出された教職員から、児童・保

護者・地域の皆様へ挨拶のお言葉をいただきました。この場で

ご紹介させていただき、改めてお世話になった先生・職員の皆

様への感謝の気持ちとさせていただきます。 

  

お世話になった先生方から 

黒須 正吾 副校長先生（八王子市立浅川小学校へ） 

3 年間という短い間でしたが、PTA の皆様、地域の皆様には、運動会、学芸会、

持久走のまとめなどの行事をはじめとして、沢山のお力添えをいただきました。大

変にお世話になりました。 

大島 静恵 先生（東京学芸大学附属世田谷小学校へ） 

福生第七小学校の皆さん、お元気ですか。新しい春を迎え、新たな気持ちでスタ

ートをきったことでしょう。私は４月より東京学芸大学附属世田谷小学校の子供

たちと楽しく過ごしていますが、七小の皆さんのことはいつも忘れていません。ま

たいつか成長した皆さんに会える日を楽しみにしています。 

大川原 毅 先生 （静岡県牧之原市立川崎小学校へ） 

 七小で過ごした２年間は、大変幸せな日々でした。七小を離れて１ヶ月ほど経ちま

すが，改めて七小での日々は私にとって大切な宝物になったと感じています。このよ

うに感じることができるのは、子どもたち、保護者・地域の皆様のおかげです。これ

からは少し遠くからになりますが、いつまでも皆さんのことを応援しています。２年

間ありがとうございました。 

井龍 啓 先生（府中市立住吉小学校へ） 

誰でも苦手なことがあり、それをどう前向きに受け止めていくか、常に考えて

きました。周りの人が受け止めてくれないことを子供たち自身が受け止めること

は難しいと思うからです。かわせみ教室で子供たちと向き合う中で、子供たちの

純粋さに癒やされること、悩まされること、たくさんありました。そんな中で子

供たちの成長をそばで感じられたことは私の宝物になりました。七小の皆さん、

ありがとうございました！ 

佐藤 省一 先生（ご退職） 

新しい学校生活が始まりました。新しいお友達と仲良くなったことでしょう。私は、

５年間続けてきた「子供と家庭の支援員」を終えました。七小で一番の思い出は、算

数のわかりづらい問題にあきらめずに取り組み「わかった！」と笑顔が見られたこと

です。皆さんは「あらゆる事に積極的に取り組む」「わかるまで粘り強く取り組み続

ける」「上級生が下級生を優しくできる」こんな皆さんが大好きでした。 

 ４月から皆さんと一緒に勉強できないことが本当に残念です。これからも皆さんを

心から応援しています。 
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2 月 正門で満開に咲き誇る梅の花  

コミュニティ・スクール委員会 委員が決定しました！ 
板垣 和生さん（南田園三丁目町会長）      髙山 浩之さん（前 PTA 会長、学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）  

島崎 泰二さん（志茂第一町会長）        西野 良仁さん（都立福生高校 校長） 

平野 千恵子さん（杉ノ子第二保育園 園長）   中村 瑞穂さん（福生市社会福祉協議会、学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

池田 英津子さん（主任児童委員）        安江 祐子さん（ふっさっ子広場統括指導員、学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

木村 敦史さん（本校 PTA 会長）   ※七小の子供たち、そして地域のためにどうぞよろしくお願いいたします。 

 

2 年生の消防車写生会に園児を招待  

将来の学びを支える基盤づくり ～幼児期からの子供の育ちと学びをつなげる～ 



 
お 知 ら せ 

【 運動会について 】 

 ５月２５日(土)に運動会を行います。練習

から本番までの間、子供たちの応援や放送、

練習のかけ声などで近隣の皆様には御迷惑

をおかけしますが、御理解・御協力をお願い

申し上げます。 

当日は、開門時刻を午前７時３０分にさ

せていただきます。それまで、校庭に入るこ

とはできません。観覧席にシートを敷くの

は、開門時刻後にしてください。皆様には、

開門時刻までお待ちいただきますので、ご了

承ください。 

なお、実施の有無については午前６時４５

分をめどにメール配信いたします。 

天候の関係で運動会が実施できない場合

５月２５日(土)は学校が休みとなり、２６日

(日)に延期します。２６日(日)も実施できな

い場合は、火曜日の内容の授業を行います。

運動会は２８日(火)以降に順延となります。 

よろしくお願いいたします。 

【クラブ・委員会活動 

担当者紹介】 

 

委員会活動担当者
児童会・代表 集会 図書

吉成・冨岡 樋口・森下 安木･松下

放送 体育 環境・保健

山田･岩下 望月･浅井 新開・山口

クラブ活動担当者
インドアスポーツ アウトドアスポーツ 図工 音楽 家庭科

岩下・森下・新開 山田・樋口 冨岡・望月 山岸・松下 安木・岩下

【学校公開・PTA総会】 

 4 月 20 日(土)の学校公開はたくさんの

ご参観ありがとうございました。新年度が

始まって３週間経った子供たちの様子はい

かがでしたでしょうか？ 

また、PTA総会へのご参加もありがとう

ございました。木村新会長のもと、PTAの

皆さんと一緒に、保護者･地域と学校が連

携･協働した学校作りを進めて参ります。 

1 水 天皇即位の日

2 木 国民の休日

3 金 憲法記念日

4 土 みどりの日

5 日 こどもの日

6 月 振替休日（こどもの日）

7 火
安全指導、心臓検診（１年＆該当）、

水道キャラバン（４年　５，６校時）
13:15 14:45

8 水 運動会用時間割開始　５時間授業／引き取り訓練（５校時）

9 木 読書 ２年：５時間授業　 13:15 14:45

10 金 集会 ※３・４年遠足予備日　委員会 13:15

11 土

12 日

13 月 朝会 石拾い（朝会後）２～６年：５時間授業 13:15

14 火
基礎

タイム
13:15 14:45

15 水
１～４年：４時間授業　５～６年：５時間授業

運動会の係打ち合わせ（５校時　５・６年）尿検２次①

16 木
全校

練習 運動会全校練習①　２年：５時間授業 13:15 14:45

17 金 読書 クラブ活動 13:15

18 土

19 日

20 月
全校

練習

運動会全校練習②　２～４年：５時間授業
眼科検診（全学年）１３：００～

13:40

21 火
基礎

タイム

２～４年：５時間授業

運動会の係打ち合わせ（６校時　５・６年）
13:35

22 水 13:00

23 木
全校

練習 運動会全校練習③　２年：５時間授業 13:35 14:45

24 金
運動会全校練習予備日　１～４年：４時間授業
運動会前日準備（５・６校時　５・６年）

25 土 運動会

26 日 運動会予備日

27 月 振替休業日（５月２５日分）

28 火 朝会 運動会予備日（第２） 13:35 14:45

29 水
１年生５時間授業開始　臨時委員会活動（６校時）

環境アカデミー（３年　１･２校時）

30 木 集会
こころの劇場観劇（６年　午後の部）

環境アカデミー（４年　５・６校時）

31 金 特別時程　４時間授業・個人面談①

日 曜 朝 行　事 1年

13:00 14:05

3年 4年 5年 6年

15:35

13:35頃　引き渡し開始予定

2年

15:35

14:45 15:45

14:45

15:35

15:35

14:45 15:45

14:45

14:45 15:35

※急遽下校時刻の変更もありますので、ご了承ください。

14:05 14:55

15:35

13:40 15:35

運動会終了14:50頃

15:35

14:05 15:35

13:00

15:3514:45

5月の生活目標
「がくしゅうのじゅんびをすすんでしよう」


