
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

学校だより 
 

令和４年２月１日 
２月号 

福生市立福生第一小学校 
令和４年度 第１０号 福生一小ホームページ http://fussa-1e.hs.plala.or.jp/ 

 

共に学ぶ意味 

副校長 近藤 弘幸 

 先日、ある学級で、短時間ですが授業をさせていただきました。「想像力」に関する国語の説明文に

関連して、柔軟に発想するための「ブレイン・ストーミング」の練習をしました。これは、ある議題

について多くのアイデアを出したい場合に、自由に意見を述べる方法のひとつです。 

今回のお題は、『２つのリンゴを３人で仲良く』。発言のルールは、「他の人の意見に『エーッ！』と

言わないこと」です。なるべく多くのアイデアを出した後で、より良いものを選べばいいという場合に、

発言者を委縮させないための必要なルールです。 

簡単な説明の後、すぐに何人もの手が挙がりました。「切って分けて食べる」、「ジュースにして分け

る」、「お菓子を作る」等、６～７個のアイデアが出た後、少し発言が止まってしまいました。どうやら、

「食べる」や「飲む」ということに発想がとらわれているようです。 

少し待っていると、ある児童が、「種子を植えて、木を育てる」と発言しました。私は、「時には長い

時間で物事を捉えることも大事だ」と伝え、次の発言者を待ちました。学級のみんなは、この児童の発

言から、「食べること以外でもいいんだ」と新たな視点を与えられ、また次々と発言するようになりま

した。「誰かにあげる」、「リンゴに絵を描く」、「においをかぐ」、「キャッチボールをする」等々、わず

か 15分間で、黒板いっぱいに 30個ものアイデアが出ました。まだ手を挙げている児童がたくさんいま

したが、チャイムが鳴り、残念ながら時間切れとなりました。 

同じ学年といっても、子どもたちは、得意不得意や性格、考え方が一人一人違います。私たち教員は、

児童一人一人の理解力や、理解の速度、知識量、興味・関心、学習のスタイル、そして生活経験の違い

等を探りながら、その子に合うような指導を日々模索しています。10歳程度で、「自分にはこの学び方

が最適だ！」と分かる子どもはいないと思いますが、学級の中で、「分からない」、「困ったな」という

時に、自分とまったく考え方が違う友達の発言がヒントになります。友達の解き方を真似してみたり、

教え合ったりする中で理解が深まり、子どもたちは「なんとなく、自分に合っているかも」という学び

方を見つけていきます。それが、たくさん友達がいる学級の中で、共に学ぶ意味だと思うのです。 

コロナ禍でも、子どもたちの学びが広がり、深まるように、先生方はきょうもそれぞれの学級で奮闘

中です。 

福生市立学校展覧会 

 福生市展覧会（１月 28日～30日開催）に出品された児童を紹介いたします。（敬称略） 

１年１組 石田 奏、堀 陽美、横田 はな乃、篠原 聡、福嶋 藍、増田 雄亮 

１年２組 ウイ ルークエバンス、北村 優、モーガン エイミー、高橋 勇太、滝村 杏奈、中田 佳那 

２年１組 小林 音花、デラロサ カイリー エマ、石川 悠希、エドワーズ ニッカ、岡田 心花 

２年２組 伊藤 紗菜、山下 マリア、ガトーシャン ダニエル サボコル、小宅 ジェリーナ エイシャ、和田 寛大 

３年１組 小林 苺花、久保田 耀、中尾 有希子、本田 結菜 

３年２組 細谷 杏奈、大野 萌香、横山 悠愛、渡邊 依愛 

４年１組 岩田 莉音、細貝 一聖、三ツ矢 瑛斗、仙貫 ゆら、福田 倖由、清水 創太 

４年２組 菅野 祈子、王 映乔、志茂 勇誠、武田 遥飛、櫻 理子、古屋 祐羽、滝村 直美 

５年１組 天野 陽裕、山﨑 佳歩、平田 怜花、大橋 英透、三枝 涼平、横田 彩絵 

５年２組 塚本 真央、古川 珠立、渡邉 孝介、櫻澤 きらら、町田 由羽奈、小野寺 志道 

６年１組 鈴木 陽斗、淀川 陽大、島田 彩羽、田邨 栞悠、前田 咲和 

６年２組 飯田 恭加、久保川 りおな、古口 友梨、黒川 空良、坂本 心奈、中嶋 すず子 

ひまわり 斎藤 慶秀、清水 嘉偉、福山 遥樹、岩本 凛音、竹原 光咲 



新型コロナウイルス対策について 

一時は落ち着きを見せていた新型コロナウイルスの感染状況は、

オミクロン株によって急速に拡大し、残念ながら東京都でも過去最

多の感染者を更新しました。強い感染力を持つオミクロン株の拡大

を防ぐため、都では 1月 21日から 2月 13日まで「まん延防止等重

点措置」が適用されました。 

本校では、「福生市立学校版新型コロナウイルス感染症予防ガイ

ドライン～『学校の新しい生活様式～』に基づき、正しいマスクの

着用や手洗いの声掛け、適切な換気、「３つの密」の回避、校舎内

の消毒等に日々取り組んでいます。 

この難局を乗り越えるため、保護者の皆様の御理解、御協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

・御家庭で、児童の体調観察を十分に行い、発熱等の症状があった

場合は、速やかに受診させるとともに、新たに PCR検査等を受け

る場合は必ず学校に御連絡ください。 

・授業にはオンラインで参加できる対応をしますので、不安のある

方は自宅から授業に参加してください。その際は、欠席ではなく

出席しなくてよい日になります。 

・お子様が不安や悩みを抱えていたら、学校に相談してください。 

  

  
 

２ 月 行事予定 

日 曜 学校行事 

1 火 安全指導 社会科見学 郷土資料館（３） 

2 水  

3 木 
日本語学級発表  

新１年生保護者説明会（オンライン） 

4 金 特別時程 ４時間授業       SC 

5 土  

6 日  

7 月 全校朝会 避難訓練 読書週間始 

8 火   

9 水 食育指導（４） 

10 木 社会科見学（６） 

11 金 建国記念の日 

12 土  

13 日  

14 月 
全校朝会 安全指導 たてわり班活動 

６年面談日①５校時 

15 火 読み聞かせ 

16 水 クラブ活動 三校交流会（ひまわり） 

17 木 臨床心理士巡回 校内書初め展始 

18 金 
読書週間終 参観・保護者会（４,５） 

６年面談日②５校時        ＳＣ 

19 土  

20 日  

21 月 
全校朝会 染め物体験（４） 

参観・保護者会（２,６ ひまわり） 

22 火 音楽委員会発表 伝統文化体験（６） 

23 水 天皇誕生日 

24 木 
朝学習 参観・保護者会（１,３） 

６年面談日③５校時 

25 金 
朝学習 卒業式会場準備（５） 

二中訪問（６）           SC 

26 土  

27 日  

28 月 全校朝会 たてわり班活動 

スクールカウンセラー来校日 

上記行事予定に SC で示してあります。相談

を御希望の方は、副校長・養護教諭まで御連絡

ください。 

 

福生市小学校書写展 

福生市小学校書写展（１月 26日～31日）に出品された児童を紹

介いたします。（敬称略） 

1年１組 金子 颯佑、田村 駿、新井 李奈、上村 心晴、山本莉央奈 

1年２組 黒田 悠斗、齋藤 湊介、神田 羚花、清水 柚希 

バレット エブリン 

２年１組 タシュリフ アミル ハムジャ、菊本 ももか、野呂 芹愛 

 細谷 蘭奈、三ツ矢 梨乃 

２年２組 天野 陽太、小泉 雫、田邨 美澄、髙橋 芽愛、細野 紗菜 

３年１組 伊藤 妃夏、カナル スワスティカ 

３年２組 坂田 盟斗、二宮 沙來 

４年１組 久保川 ゆいな、仙貫 ゆら 

４年２組 大髙 琥太郎、古屋 祐羽 

５年１組 乙幡 莉々子、倉重 空音 

５年２組 錦織 大河、篠田 百祝 

６年１組 藤田 愛満、岡田 鳴花 

６年２組 岡野 凛、古谷 怜衣 

ひまわり 天野 祢緒、伊勢 國友、伊藤 悠真、岩本 凛音 

 斎藤 慶秀、杉浦 ひまり、竹原 光咲、藤井 宙 

    矢作 健、伊藤 浩汰、小野寺 桜、中山 暁司 


