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豊かな関わりを求めて

～折り合いの付け方～
校長 富 田

清

大型連休も終わりましたが、毎年この時期になると校庭の周りの木々の新緑が鮮やかな美しさを見せてく
れます。本校の校庭にもたくさんの花が咲いています。また地域に目を向けると、吹上地区は自然も豊富
で、これからは、ショウブやカキツバタ、アヤメやツツジ、スズランなどが咲き始めます。
先月２８日（土）の学校公開には、多くの保護者の方に来校していただきました。
ありがとうございました。
１年生が入学してから１ヶ月、また２年生から６年生もそれぞれ新しい学年に進級
して、約１ヶ月が過ぎ、落ち着いて学習している姿や意欲的に活動している姿が随所
に見られます。
４月２５日（水）には、
「１年生を迎える会」を行い、１年生も正式に全校児童に
デビューをしました。
６年生のお兄さん・お姉さんと手をつなぎ、嬉しそうに体育館へ入場してきまし
た。仲間入りの挨拶としての歌「はじめのいっぽ」も大きな声で歌うことができ、
２年生以上の子供たちも大きな拍手と満面の笑顔で１年生を迎えていました。休み時間には、１年生も元気
よく遊んでいます。
さて、新しい環境にだんだん慣れてきた頃ですが、子供たちは、日々の生活の中で思い通りにならないこ
とにたくさん出会います。勉強のこと、遊びのこと、友達関係など、むしろ思い通りにならないことのほう
が多いかもしれません。
そういうときに、どのように折り合いを付けていくのか、折り合いの付け方を学ぶことも、生きていくう
えではとても大切なスキルだと感じます。
このスキルを身に付けていくためには、いろいろな体験をすること、そして、その中でたくさんの人と出
会うことが大切だと考えています。
遊びの中での譲り合いや、あきらめずに努力して今までできなかったことができるようになることなど、
一つ一つの体験を通して、子供たちは頑張る力や我慢する心、そして、人に感謝する心など大切な｢生きる
力｣を身に付けていきます。
思い通りにならないことを乗り越えながら、子供たちは次第に成長していきます。そう考えると、年相応
に思い通りにならない壁にぶつかることも、子供たちの成長には欠かせないのだと思います。
新しい学年がスタートして約１ヶ月がたち、いろいろなことにちょっと慣れてきた頃です。こういう時期
は、子供たちの小さな変化にもぜひ注意をしていただきたいと思います。張り切っていた気持ちが何かでつ
まずいて気持ちが沈んでしまったり、慣れてきたために自分勝手なルールや思い込みで行動してみたりする
ことがあります。また、心ない言葉で相手を傷付けてしまうこともあります。子供を信じることはとても大
切なことですが、もし子供が間違っていたら正しいことを教えてあげることも大人の責任です。子供のこと
を一番近くで見ている大人が、よいところを認めつつ、時機をとらえ、必要なアドバイスをしていくことも
子供の成長には大切なことだと感じています。

就学援助費給付制度について
青梅市では、小・中学校に在学するお子さんがおられるご家庭で、経済的な理由により就学に必要な
経費の負担にお困りの保護者の方に、学用品費の一部や学校給食費等を給付する就学援助費給付制度を
実施しています。
随時受付を行っております。受給を希望される場合は、学校までご連絡ください。なお、審査結果に
ついては教育委員会より通知があります。

５・６月の行事予定
日
６

月
７ 全校朝会

火
８ 全校読書
視力・聴力検査（１年） 眼科検診
一斉メール配信① 植樹祭（３年）
ＰＴＡ文化委員会 ＰＴＡ地区委員会

ICT
13

木
金
10 朝学習
11 全校算数
交通安全教室（１・２年） 交通安全教室（３年） 尿検査２次
ＰＴＡ本部役員会 尿検査２次
一斉メール配信②
委員会活動

AET
21 全校朝会
眼科検診（全）
個人面談
水曜時程５時間
授業

３

18 全校算数
19
心臓検診（1 年）
遠足（５年）

SC
22 全校読書
耳鼻科検診
（全）個人面談
水曜時程５時間
授業そうじあり

23 体育集会
個人面談
水曜時程５時間
授業

24 朝学習

25 全校算数

通常時程

個人面談
水曜時程５時間
授業
1 全校算数

26

歯科検診（１・３・５年） 校内音楽鑑賞教室
プール清掃（５年） 尿検査予備日

SC
AET
27

土
12
PTA 地区委員
自転車点検

SC

14 全校朝会
15 全校読書
16 縦割り
17 朝学習
移動教室保護者 遠足（１・２年） 避難訓練（煙体験） クラブ活動
説明会（６年） 図書ボランティア ＰＴＡ運営委員会 ICT
ステップアップ教室

20

水
９ 安全指導

28 全校朝会
個人面談
水曜時程５時間
授業

29 全校読書
個人面談
水曜時程５時間
授業そうじあり

30 朝学習

31 朝学習

SC

歯科検診（あおぞ 遠足予備日（５年）
ら・２・４・６年）

４全校朝会
ステップアップ教室

５ 全校読書
スポーツテスト

AET

SC

６
７ 安全指導
スポーツテスト 水泳指導始
予備日
尿検査３次
研究会のため短縮 心臓検診２次

２

委員会活動

時程４時間授業

８ 全校算数
尿検査３次
心臓検診２次

９
サタデー
スクール

委員会活動

SC（スクールカウンセラー） お子さんのこと等ご相談ください。
養護教諭または副校長にご連絡ください。
AET
３～６年生の外国語の時間にお手伝いくださる先生です。
ICT
パソコンなどを使った学習のサポートをしてくださる先生です。

５月の生活目標

「さそい合って 遊ぼう」
初めのうちは、教室で過ごしていた１年生も６年生
や友達に誘われ、校庭に出て遊ぶようになっていま
す。
外で遊ぶことで、大勢で遊んだり、工夫して遊んだ
りする経験が多くなります。遊んでいる中には、もめ
ることもあるでしょう。それもまた経験の一つです。
中休みは、基本的に外に出て遊ぶように声をかけて
います。

自転車点検にご参加ください
５月１２日（土）に PTA 地区委員会主
催の自転車点検が行われます。通常です
と、費用が発生するところ、無料で点検を
行うことができます。PTA 地区委員から
のお知らせをよく読み、ぜひご参加くだ
さい。

ようこそ 吹上小学校へ
４月下旬に着任された先生方を紹介します。

産休に入られた国友みなみ先生の代替養

あおぞら学級担任の鍵谷久美です。北

護教諭の羽村京子です。吹上小学校の子供

海道出身です。授業時間、休み時間と元

たちが元気に過ごせるようがんばります。

気一杯がんばります！！どうぞよろしく

どうぞよろしくお願いします。

お願い致します。

４月の子供たちの様子より
１年生を迎える会
６年生に手をひかれて入場する１年生…全校生で
名刺交換やゲームを楽しむうち、すっかり吹上小
学校の仲間入りができました。

AET Richie 先生の授業
３年生以上の外国語の授業のサポートをして
いただいています。時にゲームをしたり、時に
アルファベットの学習をしたり、楽しみながら
も英語の基本を教えていただいています。

学校を支える方々を紹介します
学校運営連絡協議会委員

スクールカウンセラー

今年度の委員を次の皆様にお願いしました。

神森 正様（青梅みどり第二保育園園長）
山岸 武様（図工陶芸ゲストティーチャー）
樋口篤史様（青少年委員）
坂本雅彦様（主任児童委員）
築地夏美様（民生・児童委員）
大野葉子様（民生・児童委員）
森 清剛様（前ＰＴＡ会長）
大塚 隆介様（ＰＴＡ会長）
学校運営連絡協議会は、
「校長が保護者や地域住民との意見
交換を行い。家庭・地域と一体になって地域に開かれた学校
づくりの推進や教育内容の改善・充実を図り、信頼される自
主的・自立的な学校運営を行う」ことを目的としております。
また、学校運営連絡協議会委員の皆様には、
「学校関係者評
価委員」と「学校サポートチーム」を兼ねていただいておりま
す。
学校関係者評価は、学校の現状と課題について共通理解を
深め、相互の連携と協力により、学校運営や教育活動の改善
を図ることを目的としています。
学校サポートチームは、児童の問題行動やその前兆となる
行動等に関する情報交換、具体的な支援策や方針等の検討を
行います。

都内の学校には、
専門的な知識をも
ったスクールカウンセラーが配置さ
れています。
週に１日の割合で勤務いたします。
お子様のことに関連して、
「心配なこ
と」や「気がかりなこと」がございま
したら、お声かけください。
相談は、予約制になっております。
担任・養護教諭・副校長にお申し込み
ください。
「行事予定」の中に「ＳＣ」
と書かれているところが勤務日にな
ります。
相談時間は、９：００～１６：００
です。

教育ボランティア」・
「安全パトロール隊」募集のご案内
今年度も「吹上小学校教育ボランティア」
・
「安全パトロール隊」を募集しております。ご多用中とは思
いますが、ぜひご応募いただき、本校の教育活動並びに子供たちの安全確保にご支援いただければ幸いで
す。よろしくお願いいたします。
ご協力いただける皆様には、青梅市「教育ボランティア制度」に登録させていただきます。登録のため
副校長 林 TEL：２２－７２４１

書類をお渡しいたしますのでご連絡ください。
昨年度、お手伝いいただいた活動

教育ボランティア
〇地域めぐりの引率

〇図工の授業のお手伝い 等

安全パトロール隊
〇登校の見守り

〇下校時間帯の見守り

等

