
平成31年度　　かかわりとつながりのある教育マップ（各学年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福生市立福生第七小学校　
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

                      学校行事
育てたい力

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

離任式　引取り訓練　運動会
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）

夏季水泳指導
中学校体験授業（６年）
セーフティ教室

名栗自然体験教室（５年）
英語検定（６年）
校外学習（１・２・３年）

校外学習（４・５年）
持久走のまとめ 学芸会

ユニセフ募金
道徳授業地区公開講座
書写展

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

各
学
年
の
主
な
取
組

（
か
か
わ
り
と
つ
な
が
り

）

第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

第5学年

第6学年

昔遊び名人
地域のお年寄り等との交流
【福生市の老人会】

なかよし会（小学校体験）
園児を学校に招待しよう
【清岩院幼稚園、杉ノ子第二保育園】

季節の生物（春）
中央公園で季節の生物を観

察する。【環境アカデミー】
学校たんけん

１・２年生による異学年
交流

道

徳
授

業

地
区

公

開
講

座

・
意

見

交
換

会

地

域

・

保

護

者

花や野菜を育てよう

お店たんけんをしよう
【地域のスーパー、商店など】

二分の一成人式
家族への感謝、友達とのかかわり

お米作りにチャレンジ！
町田さんの田んぼ見学、田植え・バケツ稲

【北田園田んぼを守る会 他】

１２年間の成長日記
自分を取り巻く環境から、自ら課題を設定して、計画・実践・解決に向けた

取組を進めよう。

消防車写生会
近隣の園児を招待して、消

防車写生会を行う。

【福生消防署、保育園】

季節の生物（夏）
中央公園で季節の生物を観

察する。【環境アカデミー】

季節の生物（秋）
中央公園で季節の生物を観

察する。【環境アカデミー】

季節の生物（冬）
中央公園で季節の生物を観

察する。【環境アカデミー】

季節の生物（春・
夏）

中央公園で季節の生物を観

察する。【環境アカデミー】

季節の生物（秋）
中央公園で季節の生物を観

察する。【環境アカデミー】

季節の生物（冬）
中央公園で季節の生物を観

察する。【環境アカデミー】

陸上の生物（夏）
中央公園で陸上の生物を観

察する。【環境アカデミー】

水辺の生物（夏）
多摩川で水辺の生物を観察

する。【環境アカデミー】

陸上の生物（冬）
中央公園で陸上の生物を観

察する。【環境アカデミー】

水辺の生物（冬）
多摩川で水辺の生物を観察

する。【環境アカデミー】

水辺の生物（水路）
中央公園で水辺の生物を観

察する。【環境アカデミー】

水辺の生物（本流）
多摩川で水辺の生物を観察

する。【環境アカデミー】

野鳥の観察（風）
中央公園で野鳥を観察する。

【環境アカデミー】

交通安全教室
交通ルール、横断歩道

【福生警察】

自転車安全教室
自転車の安全な乗り方

【福生警察】

水道キャラバン
東京の水道を学ぶ

【東京水道局】

こころの劇場
【劇団四季】

動物とのふれあい
校外学習【羽村動物公園】

動物とのふれあい
校外学習【多摩動物公園】

アサガオを育てよう

バリアフリーのまちづくり・手話体験

【聴覚障害者、手話サークル】

バリアフリーのまちづくり・

アイマスク体験
【視覚障害者、福生市社会福祉協議

会、東京都人権啓発センター】

そろばん教室
【地域のそろばん教室の先生】

お米作りにチャレンジ！
稲刈り・収穫 【北田園田んぼを守る会 他】

名栗に行こう！
福生と埼玉の自然や環境、人の暮らし

バリアフリーのまちづくり・車椅子体験
【障害者、福生市社会福祉協議会】

日光に行こう！
日光の歴史、自然や環境、人の暮らし

バリアフリーのまちづくり・高齢者
【老人介護施設：サンシャインビラ】美しい日本語教室

【劇団四季】

租税教室
【東京税理士会】

交流給食
【異学年交流】

ゴミ問題を考える

【リサイクルセンター、

清掃工場】

地域で暮らすと人々との交流
生活科地域探検を通して、地域の人々へのインタビューや交流、１年生への紹介など

【地域の人、お店の人、１年生との交流】

手紙を書こう
幼稚園・保育園との交流

【清岩院幼稚園、杉ノ子第二保育園】

おもちゃランド・秋フェスティバル
幼稚園・保育園との交流

【清岩院幼稚園、杉ノ子第二保育園】

チューリップを育てよう

ビオトープの生き
物

ビオトープの生き物や植物
【福生ホタル研究会】

ビオトープの生き
物

ビオトープの生き物や植物
【福生ホタル研究会】

つくってためして
１年生を招待して、自分たちでつくったおもちゃで遊ぶ

【１年生との異学年交流】

玉川上水から学ぶ
【羽村の取水堰、

玉川兄弟、

羽村郷土博物館】

クルマ原体験教室

クルマのパワーとコントロールを
実験、体験

【トヨタ自動車】

おなか元気教室
早寝、早起き、朝ごはん、朝うんちをテー

マに、生活習慣を考える授業
【ヤクルト出前授業】

中学校体験授業
【福生第三中学校】

しめ縄飾り作り体験
地域の伝統文化を体験しよう

【志茂第一町会 村野さん他】

収穫祭
感謝の気持ちを伝えよう

【北田園田んぼを守る会、志茂第一町会

村野さん他】



平成31年度　　かかわりとつながりのある教育　年間計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福生市立福生第七小学校　
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

                 学校行事
育てたい力

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

離任式　引取り訓練　運動会
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）

夏季水泳指導
中学校体験授業（６年）
セーフティ教室

名栗自然体験教室（５年）
英語検定（６年）
校外学習（１・２・３年）

校外学習（４・５年）
持久走のまとめ 学芸会

ユニセフ募金
道徳授業地区公開講座
書写展

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

ＥＳＤの視点
に立った
環境教育

（課題発見・
課題解決能

力）

EdTechを活
用した学力
向上プロジェ

クト

（課題発見・
課題解決能
力・ICT活用

能力）

インクルーシ
ブ教育の視
点に立った
障害者理解

教育

（コミュニ
ケーション能
力・人間性）

幼保小連携
教育

（コミュニ
ケーション能

力）

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
に
立

っ
た
特
色
あ
る
教
育

ＩＣＴ（一人１台タブレット端末、デジタル教科書）を活用した授業、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。

ふれあいの泉「ホタル」プロジェクト
福生ほたる公園のホタルを福生七小のビオトープ「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】

地域や企業の人材・教育資源等を活用した授業を積極的に行う。

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ研修
円たくん、ホワイトボード

の活用（教員研修）

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）

福生ほたる祭り
【福生ホタル研究会・熊牛町会 ３４年】

やるKey研修

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（１～４年）
「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。【自然環境アカデミー 野村さん他】

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】

ふれあいの泉「ホタル」プロジェクト
ホタル観賞会【福生ホタル研究会 市川さん他】

ヤゴ救出大作戦①
プール 【ＰＴＡおやじの会】

カブトムシ捕獲大作戦
雑木林 【ＰＴＡおやじの会】

ビオトープ清掃【福生ホタル研究会】

カワニナの養殖

花いっぱいコンテスト(春)
【環境委員会・ＰＴＡ美花倶楽部】

花いっぱいコンテスト(秋)
【環境委員会・ＰＴＡ美花倶楽部】

自然環境アカデミーによる自然観察（１～４年）。
【自【自然環境アカデミー 野村さん他】

校庭の芝生手入れ

町田さんの田んぼプロジェクト①
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】

校庭の芝生手入れ

町田さんの田んぼプロジェクト②
稲刈り・収穫 【北田園田んぼを守る会 他】

田んぼの手入れ
収穫祭

【５年総合的な学習の時

町田さんの田んぼプロジェクト③
しめ縄飾り作り【志茂第一町会 村野さん他】

EdTech教員研修 8/2
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】

学力調査（3・4年）
ＩＣＴを活用した授業、家庭

学習の成果を検証する。

やるKey家庭学習プロジェクト（3・４年） やるKey家庭学習プロジェクト（3・4年）
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】

EdTech公開授業
2/7

ＩＣＴを活用した授業を全学

年で公開する

やるKey放課後学習プロジェクト（5・6年）
やるKey(国語・算数)を用いた放課後学習【CS、凸版印刷】

カワニナの養殖
ビオトープ清掃【福生ホタル研究会】ホタル鑑賞会・ビオトープの生き物①

【福生ホタル研究会・２年生活科】

ビオトープの生き物②
【２年生活科】

校庭の芝生手入れ

菜の花満開プロジェクト
田植え 【北田園田んぼを守る会 他】

菜の花の種まき

田植え体験
【5年総合的な学習の時間】

稲刈り体験
【５年総合的な学習の時間】

しめ縄飾り体験
【５年総合的な学習の時間】

町田さんの田んぼプロジェクト④
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】

落ち葉掃き

バケツ稲作り

かかし作り
【ふっさっ子広場】

やるKey放課後学習プロジェクト（5・6年）
やるKey(国語・算数)を用いた放課後学習【CS、凸版印刷】

やるKey放課後学習プロジェクト（5・6年）
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）
学力調査（6

年）

やるKey導入授業

個別最適化と協働化①
【検証①デジタル教科書とやるKeyの活用】

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）

毎週水金曜日にiPadを家庭に持ち帰り 毎週水金曜日にiPadを家庭に持ち帰りやるKeyの評価への活用 やるKeyの評価への活用

デジタルとアナログのよさ
【検証②タブレット端末を活用するよさとは…】

個別最適化と協働化②
【検証④スクールタクトを活用した協働的な学び】

プログラミング的思考を学ぶ
【検証③タブレット端末を活用したプログラミング】

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【為田CEO】

スタートカリキュラム（1年）
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

ようこそ小学校へ！ プロジェクト（1年）
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

近隣の幼稚園・保育園との交流（1年）
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

ICTを活用した個別最適化と協働化の授業
【報告会 ICTを活用した確かな学力を育む授業作り】

CS報告会 2/7
EdTech公開授業・報告会と

同時開催

消防車写生会への招待
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幼児と児童の交流

教員同士の交流

なかよし会（小学校体験）
１年生が、清岩院幼稚園、杉ノ子第二保育
園の園児を小学校に招待する

招待状を書こう
１年生が、清岩院幼稚園、杉ノ子
第二保育園の園児を学校に招待
しよう

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

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

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

学芸会への招待
学芸会に済岩院幼稚園、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

幼稚園・保育園の運動会（体育館使用）

EdTech公開授業
2/7

ＩＣＴを活用した授業を全学

年で公開する

スタートカリキュラムの見直し・作成小学校の学び方スタンダードの作成（入学説明会）

小学校入学説明会就学時健診

家庭教育講座・コンサート
PTA（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

することばの教室の説明

手紙を書こう
１年生が、清岩院幼稚園、杉ノ子第

二保育園の年長さんに手紙を書く

おもちゃランド
秋フェスティバル

１年生が、おもちゃランド（秋祭り）に清岩

院幼稚園、杉ノ子第二保育園の年長を招待

インクルーシブ教育システムの構築と授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。

パラリンピアンとの交流会
車椅子アスリート 土田和歌子さんに

よる講演会

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

バリアフリーのまちづくり
５年車椅子体験

【福生市社会福祉協議会】

バリアフリーのまちづくり
４年アイマスク体験
【福生市社会福祉協議会】

バリアフリーのまちづくり
３年手話体験
【福生手話サークル】

バリアフリーのまちづくり
６年老人介護施設訪問

【サンシャインビラ】

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

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

校内支援委員会の開催（毎週水曜日）

通年

ユニバーサルデザインの
授業作り（研修）

【元日野第三小学校校長 京極澄子先

生】

発達障害への理解（研修）
【むさしの発達支援センター 森山 徹先

生】
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