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見た人がなにも言わなかったら それっていじめと同じじゃない？
言葉は刃物 一歩まちがえたら、相手の心はきずだらけ
みんなであいさつ 心がはれる
いつわれる？ ガラスのこころ、大切に
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長谷部 李
桐生 一志
鷲尾 麻弥

小野 菜月
佐々木 美綺
伊藤 了誠
小山 大翔

あやまって  「いいよ。」と言われても 心のきずは なおらない。坂本 和奏
簡単な 言葉のうらには 重い罪
山口 珠永
手を出すな。手を出したほうがまけなんだ。
岡野 希風

いじめは本当にざんこくなこと。人のじんせいをかえていく。森田 日向
3 だいじょうぶ、ひとりじゃないよ だれかいる
中城 こころ
6 見てるだけ？あなたの心は、そんなもん？
奥山 佳恋
2 気をつけて 無神経な その言葉
コナテ テネ 都世美
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勇気は一瞬 後悔は一生 いじめられている子を見たら声をかけよう
笑えてる？ 表面だけの 作り笑い
その言葉 一生残る 傷になる
いじめの芽 花咲く前に 引っこ抜け
その顔は 笑っているの 本当に？

林 双葉
山㟢 優美香
黒木 龍星
福井 健太
沖 千波

～事業所の皆様、ご協力ありがとうございました。～

福生市全中学校で職場体験を実施

市内の中学校では、望ましい社会性、勤労観、職業観を育成し、自立
や社会参加を促すために、地域の商店、企業、公的機関などで職場体験
学習を実施しています。今年度も第２学年の生徒が、福生市内外の 81
事業所に御協力をいただき、職場体験を行いました。
（順不同、敬称略）
（市内）マルフジ南田園店、石川酒造、牛浜幼稚園、熊川保育園、杉ノ子第三保育園、
聖愛幼稚園、中央図書館、防災食育センター、若葉保育園、ユーアイビラ、わらべつく
し保育園、高齢者在宅サービスセンター田園、美容室 BAZZ、杉ノ子第二保育園、ヨ
コタホーム、第三小学校、すみれ保育園、第二サンシャインビラ、東福保育園、二木の
菓子福生駅前店、福生消防署、福生多摩幼稚園、福生保育園、福生本町保育園、あり
んこ保育園、加美平保育園、マルフジ福生店、武蔵野台図書館、美容室・理容室シ・エ・
ル福生店、スターバックス福生西友店、東横イン福生駅前東口、福生どうぶつ愛護病院、
いなげや福生銀座店、TSUTAYA 福生店、武陽ガス株式会社、マルミ運動具店、わか
ぎり図書館、コジマ×ビックカメラ福生店、リストランテ 3.14、道頓堀福生本店、杉ノ
子保育園、オザムバリュー牛浜店、ステーキのどん福生店、認定農業者 村野正、田園
児童館、教育委員会スポーツ推進課、Airly 福生店、ネッツトヨタ多摩株式会社武蔵野
台店、中華食堂 50、福生市生活介護事業所はっぴぃ、セブンイレブン福生牛浜駅南店、
第五小学校、第七小学校、スシロー福生店、西多摩新聞社、Prime Rose、カローラ
福生店、ニコラ横田本店、びっくりドンキー福生店、わかたけ図書館、フラワーランド、
第二小学校、ネッツトヨタ多摩株式会社福生店
（市外）パレスホテル立川、東京西徳州会病院、立川国際カントリー倶楽部、国営昭和
記念公園事務所、ステーキのどん秋川店、ユニクロ昭島モリタウン店、多摩学院幼稚園、
羽村たつの子保育園、サッカーショップ・ペルナトルタ、オザムバリュー羽村店、フレッシュ
ランド西多摩、La poo 昭島店、三菱 UFJ 銀行昭島支店、東京グリコ株式会社東京工
場、羽村市動物公園、PSDF 昭島店、IHI そらの未来館、下倉楽器八王子店
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入学通知書を送ります

第七小学校

優秀作品一覧
いじめは、一度やったら霧の中、霧の中では、きみ一人
いじめするな！させるな！見捨てるな！
いじめげきたい！一人一人がやさしい心
だいじょうぶ？えがおを増やす その言葉
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通学路点検を
実施しました
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第四小学校
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第五小学校
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第六小学校
4
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令和２年４月に小・中学
校へ入学されるお子さんに、
教育委員会から入学通知書
を１月中旬頃お送りします。

学校名

24

入 学 通 知 書にはお子 さん
が 入 学 す る 学 校 名 が 書 いて
ありますのでご確認ください。

教育委員会では、福生市立学校に通う児童・生徒が、いじめのない明
るい社会づくりへの意識を高めることをねらいとして、
昨年６月に「ふっ
さ『いじめ防止標語』
」を募集しました。その結果、3,417 作品もの応
募があり、各校の全児童・生徒のアンケートにより、小学校 1
～ 3 年生の部１点、４～６年生の部１点の各校計２点、中学校の部各校
２点の合計 20 点を優秀作品として選出しました。
これからも、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に向けた取組を
通して、児童・生徒が安心して通える学校づくりを積極的に推進してま
問合せ 教育指導課指導係☎ 551・1538
いります。

10

◆対象
小学校→平成 年４月２日
から平成 年４月１日まで
に生まれた方
中学校→平成 年４月２日
から平成 年４月１日まで
に生まれた方
※１月 日（金）までに通
知書が届かない方や私立
学校等に入学を予定する
方等はご連絡ください。
問合せ 教育支援課学務係
☎５５１・１９４８

令和元年度「ふっさ『いじめ防止標語』
」
優秀作品の決定について

教育委員会では、毎年通
学路の安全点検を行ってい
ます。今年度は 月に点検
を行いました。
市内各小学校から出され
た点検要望箇所及び登下校
時の児童の集合場所等へ行
き、学校、保護者、福生警
察署、市関係部署と連携し
点検しました。
点検後、それぞれの要望
を取りまとめ、危険と思わ
れる箇所について、市の担
当部署や警察署、道路管理
者 な ど の 関 係 機 関 に 対 し、
対応を要望しています。
問合せ 教育総務課教育総
務係☎５５１・１９３０
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高校・大学等入学資金
融資をあっせんします

市では、令和２年４月に
高校・大学等に入学を希望
するお子さんがいる保護者
の方の経済的負担を軽減す
るため、入学時に一括して
納入する入学金等につい
て、特定金融機関に対して
融資をあっせんします。
◆申込み 教育総務課教育
総務係にて受付中。（土・
日・祝日を除く午前８時
分〜午後５時 分）
※合格発表の約１か月前ま
でにお申し込みくださ
い。
※入学金等の納期限等に
よっては、融資を受けら
れない場合があります。
※お申込みには条件があり
ます。詳しい内容はお問
い合わせください。
問合せ 教育総務課教育総
務係☎５５１・１９３０
30

第 11 回 児童・生徒による
音楽のまちづくりコンサート２０２０
福生市立小・中学校の特色の一つに盛んな音楽活動があり
ます。各学校では、体育祭や運動会での演奏の他、福祉まつ
りやほたる祭りなど、市の行事にも参加し、日々の練習の成
果を発表し、多くの市民の皆さんに音楽を楽しんでいただい
ております。
このように、様々な場所で活躍している子どもたちが一堂
に会して、合同コンサートを実施します。

一人でも多くの市民の皆さんに音楽の楽しさを伝えられる
よう、日々練習に励んでいます。皆さんのご来場を心よりお
待ちしています。
◆日

◆場

時 ３
 月14日（土） 
午後１時30分～３時45分

所 福生市民会館大ホール（もくせいホール）

◆出演団体 第
 二小学校、第三小学校、第六小学校、第一
中学校、第二中学校、第三中学校、福生吹奏
楽団
問合せ 教育指導課指導係☎551・1538

就学支援シートをご活用ください！
◆「就学支援シート」とは
就学支援シートは、家庭や幼稚園、保育園、関係機関等で
今まで大切にしてきたことや、小学校に引き継ぎたいことを
記載していただくシートで、保護者の希望により作成します。
来年度福生市立小学校に入学する園児で、入学後の学校生
活をより良いものにできるよう、学校での配慮事項等の引継
ぎを希望される園児を対象に作成をし、就学予定小学校へ引
き継ぎます。
一人ひとりのお子さんが、楽しく充実した小学校生活が始
められるよう、ぜひご活用ください。
◆「就学支援シート」活用の流れ
（１）就学支援シートの作成を希望する保護者の方は、幼稚
園又は保育園等と相談・協力して、家庭や園等で今まで大切
にしてきたことや、小学校に引き継ぎたいことを記入します。
（２）保護者又は園が、２月中旬頃までに教育相談室に提出
します。
（３）教育相談室が、就学支援シートを就学予定小学校に引
き継ぎます。
（３月上旬頃）
（４）就学予定小学校は、就学支援シートの内容を基に支援
体制について検討するとともに、入学後の学校生活に活用し
ます。
問合せ 教育相談室（子ども応援館２階）☎ 551・7700

