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伸びゆく子供たちに
校長 富 田

清

新しい学年が始まり、２ヶ月がたとうとしています。子供たちの様子から、この新しいスタートを大切に
しながら、心身ともに成長し、活動を通してさらなるステップアップにつなげている姿を目にすることがで
きています。体よりも大きなランドセルを背負って登校してきていた１年生が、なんとなく大きく感じるよ
うになってきています。登下校時や昇降口で大きな声で気持ちよく挨拶を
している子、学級での係活動や当番活動に積極的に関わっている子、一つ
のボールを使って男女一緒に遊んでいるグループ、ビオトープの中にいる
生き物を見て、気持ちいいのかなと友達とおしゃべりをしている子、算数
の時間、定規を真剣に動かして学習している子、掃除の時間、雑巾や箒の
使い方が上手になった子など、どの子も確実に成長し、
「チーム吹上小の
子」になってきています。伸びゆく子供たちの様子はきっと地域の方々に
守られ、育てていただいているからだなと感謝申し上げます。
さて、先日休みの日に自宅近くを散歩しているときのことです。何気なく空を眺めていましたら、私の頭
の上をカラスが何回も低く飛んでくるのです。何をしているのかと見ていますと、そのカラスを２羽のツバ
メが威嚇しているように飛んできていました。カラスがスーと逃げていくと、ツバメは方向を変えて一軒の
軒先に入っていきました。きっとツバメの巣があり、その中には雛がいるのだろうと予想ができました。ツ
バメにとって何倍も大きなカラスに向かっていくということは大変なことと思います。カラスが近付くと、
どこからその様子を見ているのか、必ず２羽のツバメが飛んでくるという繰り
返しを何十回もしていました。気が付くと私は１時間近くもカラスとツバメの
動きを見ていました。時にはカラスが近くまで飛んできても、ツバメの姿がな
く心配することもありましたが、体はどんなに小さくても子を守る親として、
真剣に飛び回っているツバメの健気な姿に感動をしてしまいました。これから
も雛が飛び立つまで、このツバメの姿が繰り返されるのかと思うと、ツバメも
そしてカラスも親としての温かい感情があるのだとジーンとしてきました。
子供たちは日に日に伸びています、成長しています。親として手を差し伸べてやることももちろん大切で
すが、見守るということも必要とされる時期があるのではないでしょうか。その時期を見極めることは大変
に難しいことでしょうが、皆様と一緒に私たち教職員も力を合わせて子供たちがもっている力をしっかりと
出させ、伸ばしていけるように励まし、指導をしていきたいと考えております。

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。
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SC はスクールカウンセラーの勤務日です。お子さんのこと等ご相談ください。
「こんなことを相談してもい
いのかな？」と思ったときこそ、SC と話してみてください。養護教諭または副校長に連絡いただき、時間の
調整をいたします。

６月の生活目標「ゆっくり右側を歩こう」
危険防止のため、子供たちには校舎内では、右
側通行を指導しています。昨年度から廊下の壁に
「右がわを ゆっくり」と表示をしました。
落ち着いた学校生活を送り、
怪我や事故がないように、一
人一人が気を付けるように
していきます。

ふれあい月間
東京都では６月を「ふれあい月間」としています。東
京都の教育課題の一つである人権について、実態に応じ
て目を向け、実践につなげていこうというものです。学
級では、自分を大切にすること、友達を大切にすること
を中心に、生活を見つめ直したり、友達との関わり方を
振り返ったりします。教職員も子供たちとの関わり方を
見つめ直します。

吹上地区 小中一貫教育
小中一貫合同研究会
吹上小と吹上中は、合同で小中一貫教育の研修会を行っています。第 1 回目は、吹上
小学校を会場とし、授業の様子を参観していただいたり、今年度の連携の仕方について
計画を立てたりしていきます。
小中合同引き渡し訓練
６月１８日に引き渡し訓練を行いま
す。災害が起きた場合には、小中どちら
も引き渡しになりますので、訓練日を中
学校と同日に設定しました。
訓練を機会に、実際に「
「家の人と一緒
にいないときに大きな地震が起こった
ら」など想定して、ご家庭で確認するよ
うにしてください。

児童会と生徒会の連携
青梅市では、いじめの撲滅に向けた取
組をしています。その一つとして、本校
では、まずはいじめについて考えること
とし、各学級で話し合いました。話し合
いをもとに、学級ごとにポスターを作成
し、中学校と交換をしたり、一緒に挨拶
運動をしたりして、意識を高めていきま
す。

開校記念日
６月１８日は本校の開校記念日です。本校は、昭和５９年４月に創立されました。平成２６年
度には３０周年を迎え、記念式典が催されました。今年度は、３４周年、３５年目を迎えていま
す。
本校は、昭和５７年から５８年に発掘調査が行われた馬場遺跡の中にあります。学校の敷地内
からは、縄文・弥生時代の石器や土器、奈良時代から平安時代にかけての住居跡等、数多くの貴
重な研究資料が発見されているそうです。
校章は、市の花「梅」の輪郭を馬の蹄鉄で表し、発掘された住居跡の形を模し、
「吹」の字を配
しています。
開校初年度は６年生の在籍はなく、第１回卒業式は昭和６０年度に行われました。そのため、
本年度の入学式は第３５回ですが、卒業式は第３４回となります。現在の児童の保護者の方にも
吹上小学校の卒業生の方が増えてきて、偶然の再会を喜ばれています。

５月の子供たちの様子より
ドイツの方との交流
今回、青梅市がドイツのボッパルト市と姉妹
都市であるというご縁があって、５年生がドイ
ツの方（デニスさん）との交流をしました。
「ド
イツのことをもっと知りたい」
「デニスさんの
歌はすばらしかった」などの感想も寄せられ貴
重な体験になったようです。

PTA 地区委員会
自転車点検ありがとうございました
５月１２日に PTA 地区委員会を中心とした「自転車点検」が行われました。
この日に向け、地区委員のみなさん、本部役員のみなさんが準備を進めてくださいまし
た。また、当日はノザキサイクルさん、自転車コーキ屋さんのご協力のもと、点検してい
ただきました。
もし、整備不良が見付かった場合には、早めに修理をお願いします。修理が完了しまし
たら、黄色いカードを担任ご提出ください。合格シールをお渡しします。

PTA 広報委員 広報誌作成準備 ありがとうございます
PTA 広報委員のみなさんが、広報誌の作成を進めてくださっています。
それぞれの学年の様子を内容に入れるために、各学年の先生方とも連携をとってくださ
っています。作成のご準備、ありがとうございます。

PTA 文化委員 文化行事決定
PTA 文化委員のみなさんが、行事の準備を進めてくださっています。今年は、
『モンブ
ランのマジックショー～モンちゃんパゥワー！！～」が開催されます。さっそく申し込み
用紙が配られ、たくさんの参加申し込みが届いているところです。ぜひ、ご参加ください。

図書ボランティアスタート
PTA 活動の１つとして、
「図書ボランテ
ィア」があります。
読み聞かせ、本棚の整理やそうじ、本の
修理などをしていただいています。
子供たちが本に親しめるようにと、工夫
をしてくださっていてありがたいです。今
年度も新しいメンバーが加わり、活動がス
タートしました。よろしくお願いいたしま
す。

