福生市立福生第七小学校

月

10月

11月

名栗自然体験教室（５年）
英語検定（６年）
校外学習（１・２・３年）

）

12月

校外学習（４・５年）
持久走のまとめ

1月
ユニセフ募金
道徳授業地区公開講座
書写展

学芸会

3月

校外学習（６年）
薬物乱用防止教室（６年）
クラブ見学（３年）

交流給食
６年生を送る会
卒業式

ふれあいの泉「ホタル」プロジェクト

ふれあいの泉「ホタル」プロジェクト

幼虫の放流 【福生ホタル研究会 市川さん他】

トープ「ふれあいの泉」で育てよう。（ホタルの産卵とふ化、幼虫の飼育） 【福生ホタル研究会 市川さん他】
ビオトープ清掃【福生ホタル研究会】

の生き物②

2月

カワニナの養殖

福生第七小学校 コミュニティ・スクールの組織
～学校と地域・家庭の効果的な連携・協働と推進体制～

★地域や企業・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

★学校を核として地域と共に学び合うことで、地域コミュニティを活性化させる

活科】

稲刈り体験

しめ縄飾り体験

収穫祭

【５年総合的な学習の時間】

【５年総合的な学習の時間】

【５年総合的な学習の時

育てたい力

持続可能な社会の実現に向けた
◉ビオトープ（ふれあいの泉）の整備と活用
◉ホタル復活プロジェクト
◉北田園田んぼを守る会「米作りにチャレンジ」
◉地域の伝統を受け継ぐ「しめ縄飾り」
◉自然環境アカデミー「多摩川の自然観察」

EdTech公開授業・報告会と
同時開催

【環境委員会・ＰＴＡ美花倶楽部】

やじの会】

離任式 引取り訓練 運動会

落ち葉掃き

やるKey家庭学習プロジェクト（3・4年）

SDGsの実現
に向けた
環境教育

やるKey(国語・算数)を用いた放課後学習【CS、凸版印刷】

やるKey(国語・算数)を用いた放課後学習【CS、凸版印刷】

個別最適化と協働化②

ICTを活用した個別最適化と協働化の授業

【検証④ スクールタクトを活用した協働的な学び】

【報告会 ICTを活用した確かな学力を育む授業作り】

【福生市社会福祉協議会】

道徳授業地区公開講座
医学博士 藤井輝明さんによるタッ
チングの授業と講演会

た
特
色
あ
る
教
育

【福生市社会福祉協議会】

幼児期の遊びを中心とした総合的な学び踏まえたスタートカリキュラムの実践

心とした総合的な学び踏まえたスタートカリキュラムの実践

小学校の学び方スタンダードの作成（入学説明会）

学芸会への招待

幼稚園・保育園の運動会（体育館使用）

就学時健診

親子ふれあいイベント
CS主催の家庭教育講座・コンサートに、幼稚
園・保育園の保護者や地域住民を招待する
【福生高等学校】

かかし作り

自然環境アカデミーによる自然観察、多摩川の生物・季節の生物の観察

「自然から学ぶ」をキーワードに、自然観察や野外遊びを行い、多摩川や中央公園などの身近な自然環境への関心を高める

花いっぱいコンテスト(春)

プール 【ＰＴＡおやじの会】

【環境委員会・ＰＴＡ美花倶楽部】

校庭の芝生手入れ

カブトムシ捕獲大作戦

ヤゴ救出大作

雑木林 【ＰＴＡおやじの会】

浮島 【ＰＴＡおやじ

やるKey家庭学習プロジェクト（3・４年）

招待状を書こう
１年生が、交流先の幼稚園・保
育園の園児を学校に招待する

七五三挨拶運動（代表委員、中学生、地域と共に）

Yonde！（朝読み・昼読み、図書の読み聞かせ）

やるKey(国語・算数)を用いた放課後学習【CS、凸版印刷】

学力調査（5年）
児童生徒の学力向上を
図るための調査

地域や企業の人材・教育

国語デジタル教科書の導入（１２３４年）
算数デジタル教科書の導入（３４５６年）

EdTechの可能性
EdTechを活用した授業
の可能性をテーマにした
教員研修【IT企業】

インクルーシ
ブ教育の視
点に立った
障害者理解
教育

個別最適化と協働化①

デジタルとアナログのよさ

【検証① デジタル教科書とやるKeyの活用】

【検証② タブレット端末を活用するよさとは…】

デジタル教科書・教
材の可能性
デジタル教科書を活用した
授業（教員研修）

プログラミング的思

【検証③ タブレット端末を活用し

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ研修

EdTech教員研修 8/2

円たくん、ホワイトボード
の活用（教員研修）

一人1台タブレット端末、やるKey、
プログラミング学習
【凸版印刷、その他 企業等】

インクルーシブ教育システムの構築と授業の

ことばの教室・かわせみ教室と担任との連携による
個別の教育的ニーズに対応した支援、多様な学びの場の提供

通年

ユニバーサルデザインの教室環境
・前面の掲示板にカーテン設置
・板書の構造化
・授業の流れの掲示
・指示の明確化

バリアフリ
３年

【福生

校内支援委員会の開催（毎週水曜日）

（コミュニ
ケーション能
力・人間性）

ユニバーサルデザインの
授業作り（研修）
【外部講師】

スタートカリキュラム（1年）

環境アカデミーによる多摩川の自然観察

近隣の幼

幼児期の遊びを中心とした総合的な学び踏まえたスタートカリキュラムの実践

幼児期の遊びを中心と

スタートカリキュラムの見直し・作成

消防車写生会への招待

１年生が、交流先の幼稚園・保育園の年
長を小学校に招待する

福生市立福生第七小学校

小学校入学説明会

ＩＣＴを活用した授業を全学
年で公開する

やるKeyの評価への活用

ＩＣＴ（一人１台タブレット端末、デジタル教科書） を活用

なかよし会（小学校体験）

EdTech公開授業
2/7

毎週水金曜日にiPadを家庭に持ち帰り

やるKey放課後学習プロジェクト（5・6年）

全国学力学習状況調査

ようこそ小学校へ！ プロジェクト（1年）

の幼稚園・保育園との交流（1年）

学芸会に交流先の幼稚園・保育
園の年長を招待する

【２年生活科

【ふっさっ子の広場】

ヤゴ救出大作戦①

学力調査（6年）

◉一人 1 台のタブレット端末の活用
◉地域・企業の人材、教育資源を活用した授業
◉朝学習を活用した基礎学力定着（基礎タイム）
◉放課後学習教室「やる Key」
◉英語検定対策講座・漢字検定対策講座

車椅子アスリート 土田和歌子さんに
よる講演会

【外部講師】

、おもちゃランド（祭り）に交流先
保育園の年長を招待する

保護者・地域等によるその他の特色ある活動

バリアフリーのまちづくり
５年 車椅子体験

パラリンピアンとの交流会

発達障害への理解（研修）

おもちゃランド
秋フェスティバル

田んぼの手入れ

田植え体験

やるKey導入授業

マ
ネ （課題発見・
ジ 課題解決能
メ 力・ICT活用
能力）
ン
ト
の
視
点
に
立

業のユニバーサルデザイン化（視覚化・焦点化・共有化）を実践する。

福生手話サークル】

ビオトープの生

田植え・稲の水やり 【北田園田んぼを守る会、福生市シティセールス課 他】

やるKey研修

EdTechを活
ラ 用した学力
ム 向上プロジェ
クト

ＩＣＴを活用した授業を全学
年で公開する

【サンシャインビラ】

【福生ホタル研究会・２年生活科】

校庭の芝生手入れ

カ
リ
キ

EdTech公開授業
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バリアフリーのまちづくり
６年 老人介護施設訪問

ホタル鑑賞会・ビオトープの生き物①

【5年総合的な学習の時間】

◉講演会・コンサート・映画鑑賞会
◉セーフティ教室・道徳授業地区公開講座
◉障害者理解、キャリア教育「出前授業」
◉地域安全マップづくり、登下校の見守り
◉コミュニティ・スクール通信、ホームページ

教育資源等を活用した授業を積極的に行う。

バリアフリーのまちづくり
４年 アイマスク体験

福生ほたる祭り
【福生ホタル研究会・熊牛町会 ３４年】

バケツ稲作り

活用した授業、円たくん（ホワイトボード） を活用した授業を日常的に行う。

フリーのまちづくり
３年 手話体験

福生ほたる公園のホタルを福生七小のビオトープ

ビオトープ清掃【福生ホタル研究会】

（課題発見・
課題解決能
力）

家庭と地域が共に育つ

やるKeyの評価への活用

やるKey放課後学習プロジェクト（5・6年）

用したプログラミング】

夏季水泳指導

やるKey(国語・算数)を用いた授業と家庭学習の一体化【凸版印刷】

やるKey放課後学習プロジェクト（5・6年）

的思考を学ぶ

9月
中学校体験授業（６年）
セーフティ教室

町田さんの田んぼプロジェクト①

やるKey(国語・算数)を用いた授業と家庭学習の一体化【凸版印刷】
毎週水金曜日にiPadを家庭に持ち帰り

8月

ホタル観賞会【福生ホタル研究会 市川さん他】

【環境委員会、PTA美花クラブ 他】
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花いっぱいコンテスト(秋)

7月

菜の花満開プロジェクト

菜の花の種まき

校庭の芝生手入れ

6月
福生南公園遠足（１・２年）
社会科見学（４年）
日光移動教室（６年）

ふれあいの泉「ホタル」プロジェクト

【自【自然環境アカデミー 野村さん他】

める。【自然環境アカデミー 野村さん他】

5月

入学式・始業式 1年生を迎える会
高尾山遠足（３・４年） 集団下校訓練

カワニナの養殖

自然環境アカデミーによる自然観察（１～４年）。

察（１～４年）

大作戦②

コミュニティ・スクール

学校行事

私たちにできることは…【北田園田んぼを守る会、志茂第一町会他】

しめ縄飾り作り【志茂第一町会 村野さん他】

稲刈り・収穫 【北田園田んぼを守る会 他】

かかわりとつながりのある教育 年間計画

4月

町田さんの田んぼプロジェクト④

町田さんの田んぼプロジェクト③

町田さんの田んぼプロジェクト②

２０１９年度

幼稚園・保育園訪問
教員が、市内の幼稚園・保育園を訪問し
て、就学前までに育くまれた姿を共有する

昔遊び体験（地域のお年寄りに教わって）

横田基地・メンデル小学校との学校間交流

幼稚園・保育園の園児との交流（昔遊び）

〒197-0005 東京都福生市北田園一丁目 1 番地１
℡ 042-551-9303 fax 042-530-7446
学校 Web サイト http://fussa-7e.hs.plala.or.jp
JR 青梅線 牛浜駅西口より徒歩 10 分

幼保小連携

幼児と児童の交流

２年消防車写生会に杉ノ子第二
保育園の年長を招待する

運動会への招待
市内幼稚園・保育園の年長（福生
七小に就学予定）を招待する

手紙を書こう
１年生が、交流先の幼稚園・保育
園の年長さんに手紙を書く

（コミュニ
ケーション能
力）
教員同士の交流

幼児教育参観（幼稚園）
教員が保育園を訪問し、清岩院
幼稚園の幼児教育から学ぶ

保育参観（保育園）
教員が保育園を訪問し、杉ノ子第
二保育園の保育から学ぶ

お
秋フ

１年生が、お
の幼稚園・保育

お米作りにチャレンジ＆しめ縄飾り作り

地域人材や教育資源を活用したホタル復活プロジェクト
地域の力を借りて、草刈
りや清掃をお願いするこ
とができないか？

もっと、ビオトープを活
用した子供たちの活動が
できないか？
学校には縞屋の滝からの湧
水を利用したふれあいの泉
（ビオトープ）がある。近く
には、福生ホタル公園もあ
り、夏にはホタルが飛ぶ姿
が見られる。

澄んだ水の中には、水草も
豊富に自生し、多くのカワ
ニナも生息している。
しかし、ビオトープの整備
や管理まで教員の手が回ら
ないのが現状である。
ふれあいの泉（ビオトープ）

福生で唯一の田んぼ「町田さんの田んぼ」
が、福生七小の学区にある。

EdTech を活用して学力を育む

福生七小の５年生に、田植えや稲刈りの
指導をしていただいている。

福生七小と「町田さんの
田んぼ」をつなげた取組
ができないか…？

この唯一の田んぼをなく
したくない。守りたい。
福生唯一の田んぼ（町田さんの田んぼ）の見学

校舎の裏には、20 ㎡ほどの田んぼがあり、
毎年、コメ作りの体験を行っている。

タブレット端末
を生かしたい！

福生ホタル研究会をはじめ清掃ボランティアの皆さん

おやじの会「ヤゴ救出大作戦」
おやじの会の協力も得て、定期的に草刈りや水
の管理を進め、ビオトープを蘇らせる。

稲刈り

北田園田んぼを守る会の皆さんと田植え体験

町田さんの田んぼの見学から、田植え、水の管理、雑
草取り、稲刈り…など、北田園田んぼを守る会の町田
さん、小山さん、石川さん、そして福生市シティセー
ルス課の協力を得て、子供たちは、米作り体験を通し
て、その苦労や工夫を感じることができた。
もち米（アクネモチ）の苗

タブレット端末や iPad を活用
すれば、一人ひとりのつまずき
に応じた問題が…。

高学年にも…

理科室でホタルの幼虫の養殖（環境委員会の子供たち）
ホタルの幼虫のえさになるカワニナをとってきて、幼虫
を育てる役目は、環境委員会の子供たち…
よく見ると、石の裏にくっついている幼虫が何匹もいる。

「しめ縄飾り作り」を指導していただいている村野さん

ホタル研究会等と連携した
「ホタル復活プロジェク
ト」は、
「福生七小で、ホタ
ルが育てられたら…。」とい
う学校の願いを実現させる
ために、地域の枠を超えて
たくさんの人の協力で動き
出したところである。６月
のほたる祭りに合わせて、
学校のビオトープでもホタ
ル観賞会を開催できる日が
近づいている。

束ねた藁を、協力して撚る

大きくなったホタルの幼虫

個別最適化の学び（１対１でアドバイス）

ビオトープにホタルの幼虫を放流

しめ縄飾り
づくり

撚った藁で輪っかを作って飾りを作る

保護者や地域の方々も参加して、事前に、村野さんから作り方
を学び、自ら「しめ縄飾り」の継承者となり、材料の準備を手
伝うところから始まった。「全ては子供たちのために」、そし
て、
「地域の伝統のよさを知ってもらいたい、引き継いでもら
いたい。」そんな地域の人々の思いも詰まった活動になった。

高校生の吹奏楽の
演奏はすごいな！

実際の放課後
学習では…

5 人編成の吹奏楽
でも、迫力ある演奏
を披露してくれた。

５・６年生の希望者（多くの子供たち）が放課後学習に参加している
サポーターも「これはどう
考えればいいのかな。
」と
対話を引き出して、子供た
ちと一緒に考える。

子供たちが困っていないか、見
回って声掛けをする。答えを導
き出した場合は、その努力を褒
めて一緒になって喜んでいる。

低学年 VS 高学年。
みんなでダンスバトル！

どんど焼き

個別最適化の学び（一人でじっくり深く学ぶ）

ノリノリな曲は、みんな手拍子で♬

70 名近いダンス部は、グループごとにステージでキレキレのダンスを披露し、その後、
低学年と高学年に分かれてダンスのワークショップ……曲に合わせて振付けを教わ
り、汗びっしょりになりながらも、最高の笑顔でダンスに挑戦する姿が印象的だった。

低学年は体育館で、手取り足取りダンスの指導

志茂第一町会のどんど焼き

福生高等学校とも
連携ができないか？

３・４年生は、iPad を自宅に持ち帰って学習している
個別学習ソフト（やる Key）を活用して問題に挑戦できる
そこで、5.6 年生を対象に、地域の力を借りて放課後学習教室を週１回開催している。宿題をする子供たちもいれば、タブレ
ット端末を使って個別学習に取り組む子供たちもいるなど、それぞれが目標と課題を決めて自主的に取り組んでいる。

ダンスって楽
しいんだね！

稲のはかま取りなどをするサポーターの方々

福生三中の生徒会や町会が参加して、三中
学区の七五三挨拶運動が続いている。

福生高等学校の校長先生や顧問の先生方のおかげで、
吹奏楽部・ダンス部の生徒と福生七小の児童との交流
「親子ふれあいイベント」が実現した。

福生高等学校の吹奏楽部による演奏

地域の伝統を継承す
るには、周りの人の
協力が欠かせない。

ここでホタルの成虫に
なって、飛び立ってほ
しい！

清岩院幼稚園や杉ノ子保育園、杉ノ子第二保育
園との交流が始まった

ふっさっ子の広場で案山子づくり

これまで、5 年生は、地域の村野さん
に教わって、藁で「しめ縄飾り」を作
っている。しかし、地域の人々の思い
も詰まった活動も、継承する難しさ
に直面している。そこで、保護者や地
域の方々が参加して、村野さんから
材料の準備や作り方などを学ぶ機会
を作った。

幼稚園や保育園、中学校
との連携は進んだが…
さらに、高等学校
との連携、家庭と
の連携、地域との
連携も欠かすこ
とができない。

「地域の伝統のよさを
知ってもらいたい。
」

福生ホタル研究会・PTA・おやじの会によるビオトープの整備
ホタルの幼虫が棲みやすいビオトープの環境にするために、雑草
の草刈りや縞屋の滝からの湧水の整備、そして、ビオトープの環
境づくりまで、ホタル研究会等を中心に地域・保護者の協力を得
て、環境整備を進めている。

学校は、子供の育ちや学びを促進し、健やかな成長を支援する場である。それに
は、幼稚園・保育園、小学校、中学校が互いに連携を取り合うことが必要である。

採点も自動でしてくれるので…。
分からないときに聞ける人が
いてくれれば…。

稲刈り、乾燥、もみすりなども自分たちの手で…

学校の田んぼに、うるち米
を植え、町田さんからいた
だいたもち米（アクネモチ）
は各自がバケツで栽培して
いる。

地域の力を借りて、
放課後に学習教室を
開催できないか？

1 人 1 台タブレット端末と個別学
習ソフト（やる Key）を活用して、
子供たちの基礎学力を育む。

個人で育てているバケツ稲

田植え

放課後に残して補習をしたく
ても、出張や会議があって…。

～福生高校 Dance＆Music～

基礎学力を何
とかしたい！

「北田園田んぼを守る会」の皆さん

ホタル研究会等から、ホタル
の育て方を学んで、福生七小
のビオトープでホタルを見
たい。

福生七小に、ホタルを
復活させましょう！

子供たちの基礎学力の定着
は、授業だけでは難しい。

親子ふれあいイベント

～放課後学習教室～

僕は宿題のドリルを、
僕はタブレット端末
で学習を進めよう！

協働化の学び（大人も子供も対話を重視して…）

毎回３・４名のサポーター（地域の方）が放課後学習を運営し、それぞれが自分で決めた課題に取り組んでいる子供たちのつ
まずきに個別に対応する。完全に理解するまで寄り添い、子供たちも教員とは違った「大人」からのアドバイスを真剣に聞い
ている。また、英検や漢検の対策など、そのときのニーズに合った支援も進めることができる。この取り組みが、子供たちの
学ぶ意欲を高め、学力向上につながっている。

最後は、お互いに練習したダンスの披露…拍手

高学年は芝生で、曲に合わせて体を動かす

昨年度は、PTA 主催の「虹のコンサート」
、そして、今年
度は、福生高等学校と連携した「親子ふれあいイベント」を
開催し、子供たちだけでなく、保護者や地域、そして、中学
生や高校生も、共に同じ空間で体験したり、学び合ったり…
…このような人と人との「ふれあい」を大切にしたイベント
は、今後も継続していきたい。
学校と家庭と地域が目標を共有し、連携して
子供の育ちと学びを支える。それぞれの役割を
認識し、共通のビジョンをもって子供を育て
ていく。

