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2 学期が始まりました。
校長 富 田 清
夏休みは、例年に比べて猛暑や天候不順により子供たちの体調管理が大変だったことと思いま
す。子供たちの健康や安全を考え、改めて平和のありがたさを感じた夏休みでした。
今日から２学期。子供たちの元気な声が学校に戻ってきました。一回り大きく成長した子供た
ちを見て、夏休みに多くの体験を積み、充実したときを過ごしてきたことがわかりました。保護
者の皆さんや地域の方々には感謝申し上げます。
始業式で、まず私が話したのは、こうして２学期を迎えることができたのは、当たり前ではな
いということです。夏休み前より、西日本各地では大雨や土砂崩れなどの大きな災害が起きまし
た。今もなお、苦しい生活を強いられている方々がいること、こうして元気な皆さんと２学期を
迎えることができることは、実はとても感謝するべきことだと話しました。そして、今日のこの
日を大切にしたいと伝えました。
その後、子供たちに「勉強でも運動でもお手伝いでも、やらなければいけないことがあると
き、大人の人に注意されたとします。その時、あなたはどう思いますか？」と問いかけ、自らを
振り返らせました。
注意されたときの受け止め方には、３種類あると私は考えます。
いずれにしても「やる」「行動する」のは同じなのですが・・・。
「めんどうくさい、うるさいなぁ」と思う
⇒ 「いやいやだけど、やる子」
「うーん、仕方がない。やろうかな」と思う ⇒ 「きちんとできる子」
「自分のためだ。頑張ろう」と思う
⇒ 「自分からすすんでやる子」

自分からすすんでやる子
自分からすすんでやればいいのに、自分をつい甘やかしてしまうのは大人も子供も同じかもしれません。
残念なことに、そのことはなかなか自分では気付きにくいものです。
「今日やるべきことは、今日やってお
く」
「明日があると思って、先延ばしにしていくとせっかくの機会を失うことになる」ことを理解させ、
「自
分を律する心」を育てたいと思います。
子供たちには、ほんの少し努力をすることや１歩踏み込んで行動する姿はかっこよくて素敵に見えること
だと話しました。運動でも勉強でも、自分がかっこよく素敵に見える姿を思い描き、そんな自分が２学期の
終業式には実像となっていることを期待しています。
２学期は、運動会や展覧会、道徳授業地区公開講座、青梅市連合音楽会など校内外の行事がたくさんあり
ます。吹上小の教育目標「たかく やさしく たくましく 自ら伸びよ 吹上の子ども」を達成する有効な
手立ての一つとして学校行事を活用したいと考えています。
日常の教育活動を一層充実させ、吹上小学校の子供たちとともに、教職員全員で前進してまいりたいと思
います。どうぞ、御協力のほどお願いいたします。

就学援助費給付制度について
青梅市では、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。2 学期から水曜日に来校されることが多くなります。面談希望の
方は養護教諭または副校長にご連絡ください。

８・９月の生活目標

帰宅時刻の確認を

「すすんであいさつをしよう」

学校では夕方の「市のチャイム」で帰宅する
ように指導をしています。８・９月は午後５時、
１０月は午後４時にチャイムがなります。パト
ロールの方や地域の方がチャイムを意識して
声をかけてくださっています。おうちでも帰宅
時刻をご確認ください。

２学期が始まりました。学校生活のリズムを取り戻
す第 1 歩は挨拶から始まります。１学期の始めは、な
かなか声が出なかった子供たちでしたが、児童会の挨
拶運動の成果か少しずつ、自分たちから挨拶ができる
ようになってきました。
ご家庭でも、まずは「おはよう」
「いってきます」
「ただいま」が自分から元気な声で言えるように、心
がけてみてください。

ホームページについて

今年度、青梅市全体でホームページの更新プ
ログラムのシステム変更があり、現在更新がで
きない状態です。９月以降は、新しい紙面をご
紹介できるかと思います。

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。8 月 30 日の第２回目で
は、中学校の先生方と各教科の授業の工夫について話し合います。前回の研修会で出された
課題を改善していく方向で考えていきます。

≪いじめゼロ宣言子ども議会≫
７月２７日に、青梅市役所の議会場で、
「いじ
めゼロ宣言子ども議会」が行われました。市内
の小中学校の代表が集まり、中学校区ごとにい
じめをなくすために、どう取り組んでいるか、
どう取り組んでいくかをそれぞれ宣言します。
本校の 6 年生 2 名も参加し、吹上中学校の生
徒とともに、いじめをなくすためにどう取り組
んでいくか考え、話し合いました。

≪児童会と生徒会の連携≫
小中合同挨拶運動を行いました。
代表委員と吹上中学校の生徒会が代
表で立ち、挨拶の声かけをしました。

７月の子供たちの様子から
～命を守る学習～
7 月 17 日に 1 年生を対象に「こども 110 番の家駆け込み訓練」をしました。青梅警察署の方から、
不審者に遭遇してしまったらどうするか…具体的に教えていただきました。
○防犯ブザーを迷わず鳴らす。
○勇気を出して大声を出す。
○大人の人や「こども 110 番」のおうちを頼る。
なかなか、できそうでできないこともよく分かりました。1 年生のみならず、他の学年の子供たちに
も、いざというときは実践してほしい内容でした。

PTA 校内美化活動 ありがとうございました
PTA 本部役員さんからの呼びかけにより、校内美化活動として校舎内の壁のペンキ塗りが行われまし
た。多くの方にご協力いただきました。本当にありがとうございました。今回は、２階の 1 年生・2 年生
の教室前の廊下の壁を塗り替えました。
8 月 3 日、4 日の合計 3 回の作業が進むにつれ、見通しをもって作業を進めてくださっている方、塗る
のが上手になった子供たちもいました。塗り替えた場所は、見違えるほどきれいに、明るくなりました。
時間を作って PTA 活動にご協力いただけることが大変ありがたいです。

引渡し訓練にご協力いただき、ありがとうございました。
≪引渡し訓練アンケートより≫
〇朝、大阪で地震があったこともあり、危機感を持って危険箇所を確認しながら一緒に下校することができました。学校にいる時
は先生方の指示に従えばよいが、通学、下校時はどう行動すべきか、考えるきっかけになりました。
〇大阪で地震があったということ時で、ブロック塀のそばを通らないよう注意しながら帰りました。
〇この機会に親子で通学路の危険箇所が話し合えることはとても良いと思います。まだ、2 回しか参加していませんが、天候が悪
いので梅雨以外での実施はどうでしょうか。
〇訓練当日に地震があり改めて子供の通学路を確認し、子供にも話をしながら下校することができました。いつも残念に思うのは
保護者の「おしゃべり」の多い事。校長先生のお話の際にも、うるさい位の話し声で残念でした。教室の子共たちは私語もなく
きちんとしているのに…。帰る時に子供に「外のお母さんたちうるさかったね。
」と言われ反省すべき点ではないかと思いまし
た。
〇全体的に緊張感がないと感じました。
（想定が震度 6 の地震、まして当日大阪で大きな災害があり、小学生も犠牲になっている
のに…）特に保護者の声が気になりました。実際に停電させてみるとか、子供たちに体験させてみるのもよいのかなと思います。
〇当日、大阪にて大地震があって児童がプールのブロック塀の下敷きになるというニュースを知り、吹上小のことも気になりまし
た。また、帰宅中に資材置き場があり土が山になっている上に重機があり不安を感じました。
〇大阪で地震があった当日だったので、より身近に感じ、通学路での身の守り方や危険について話しながら帰ることができました。
通学時間帯に緊急地震速報が出た場合、どうにか子供たちに伝える方法があればいいのですが…プールの壁も古いので学校設備
の点検もしてほしいです。通学路別に身を守る方法のマップ等があると良いと思います。
〇大事な訓練で災害などについて普段の生活を見直す良い機会となっています。当日に関西で地震があり気になったのですが、も
し大地震が起きた場合は、保護者が到着するまで学校で子供を預かっていただけるのですよね。他の場所へ移動する可能性はな
いですよね。また、引渡しとは、論点がずれてしまいますが、不審者が侵入しにくい方法について考えたり、対策をとっていた
だいたりするのであれば教えていただけるとありがたいです。

≪学校より≫
大阪での地震の後でしたので、子供たちは危機感をもって臨んだ訓練になったかと思います。
（ご意見にあるように
保護者の方の中に緊張感のない方がいたこと非常に残念です。
）ご協力ありがとうございました。校内での塀について
は、調査の結果安全という判定でしたが、校区内での危険箇所が意外にあることが気になります。今一度登下校につい
て指導していきます。児童の下校については震度５弱や豪雨・大雪などの大災害の場合は引渡しとなり、保護者の方が
来られるまで学校で預かります。また、不審者については 9 月の避難訓練で身の守り方を指導し、校舎内に不審者を侵
入させない手立てについても今後改善していきます。

