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心を通わせる言葉の力
校長 富 田 清
春爛漫。一気に桜の花が駆け抜けて、今は様々な彩りの花が開花しています。
すっかり新しいクラスにも馴染んで、休み時間には校庭から元気な子供たちの声が聞こえるよ
うになりました。始業式に私が話した「高く やさしく たくましく」の教育目標について考
え、子供たちはそれぞれのめあてに向かって頑張り始めました。小学校生活にも慣れてきた１年
生は、お兄さんお姉さんに甘えながら、楽しく休み時間などを過ごしています。先日は今年度初
めての避難訓練を行いました。どの学年の子供たちも真剣に、先生の指示をしっかり聞いて避難
することができました。今までの避難訓練で学んできた『自分の命は自分で守る』ことをしっか
りかみしめているようでした。
さて、先日学校にいらしたお客様が子供に吹上小学校の場所を
尋ねたところ、ていねいに吹上小学校まで案内をしてくれたそう
です。来訪者は子供たちの親切さと礼儀正しさにたいそう感激し
て帰られました。私もその話を聞いて心温まる思いでいっぱいで
した。ちょっとした気遣いや言葉の中から、相手に心地よさや安
心を与えることができるのです。
子供たちは仲間と関わり合い認め合うことで、共に成長するこ
とができます。その関わりを結び付ける大事な言葉に｢ありがと
う｣があります。「有り難い」という意味から今は、「身にしみて嬉しい｣というお礼と感謝の気
持ちを表す言葉に変わっています。この「ありがとう」は温かい心の
通い合いを促すために大きな役割を果たしています。もう一つ、自分
の間違えに気付き、相手に対して謝る言葉として「ごめんなさい」が
あります。「ごめんなさい」は、簡単なようでなかなか子供にとって
は、口に出せない言葉です。自分では分かっていても、素直になれな
くて心の中で葛藤することがあります。もちろん、言葉は口先だけで
はなく、心から発せられるものでなければなりません。周りの友達の
言葉にしっかり耳を傾けて、自分の思いを言葉で表していく、このことが吹上小学校の教育活動
の中心である「学び合い･高め合い」を育むことにつながっていきます。学習場面だけでなく普段
の日常的な活動の中から学び合い・高め合いを深化させていくことができます。今は、新しい人
間関係を築き、お互いの関わりを増やしていくとても大切な時期です。一歩ずつ成長してほしい
と考えています。
５月１日から、『令和』という新しい時代を迎えます。「日本人がそれぞれの花を大きく咲か
せることのできる日本に…(首相談話)」という願いのこめられた新しい時代を、私ども教職員一
同「チーム吹上小｣を合言葉に、「子供一人一人がさらに輝き、楽しい吹上小学校｣へ向けて全力
で取り組んでまいります。どうぞ保護者の皆様、地域の皆様方のご理解とご協力を心よりお願い
いたします。

５・６月の行事予定
日
５

月
６
振替休日

火
７ 全校読書
校内音楽鑑賞教室

水
８ 体育集会

SC

一斉メール配信

避難訓練
（一斉下校）

ＰＴＡ地区委員会 ＰＴＡ本部役員会

12

13 全校朝会
眼科検診（全）

14 全校読書
クラブ活動

15 安全指導

図書館司書
21 全校読書
水曜時程５時間授業
個人面談②
交通安全教室
(１・２年)

木
金
９ 朝学習
10 全校算数
交通安全教室（３年） 遠足(１・２年)
委員会活動
移動教室保護者説
明会(６年)
16 朝学習
避難訓練(救助袋体験)
遠足(3・4 年)
AET

23 朝学習
水曜時程５時間授業
個人面談④
ＰＴＡ運営委員会 歯科検診(１・３・５年)
SC
よもぎ団子づくり
図書ボランティア
(２年)
SC

18

24 全校算数
水曜時程５時間授業
個人面談⑤
耳鼻科検診(全)

25

20 全校朝会
水曜時程５時間授業
個人面談①
心臓検診(１年)

26

27 全校朝会
28 全校読書
内科検診(２・４・ 水曜時程５時間授業
６年・あおぞら) 個人面談⑥
尿検査予備日
こころの劇場(６年)

29 縦割り
尿検査予備日
AET

２

３ 全校朝会
社会科見学(４年)

５
６ 朝学習
７ 全校算数
研究会のため短縮 日光移動教室
日光移動教室
時程４時間授業
１日目(６年)
２日目(６年)
水泳指導始

SC

11
PTA 地区委員
自転車点検

17 全校算数
尿検査二次
遠足（５年）

19

４ 全校読書
委員会活動

22 朝学習
個人面談③

土

PTA 地区委員
自転車点検
予備日

30 朝学習
31 全校算数
１
歯科検診(あおぞ 遠足予備日（５年）
ら・２・４・６年)
プール清掃(５年)
個人面談(４年のみ)
AET
８
日光移
動教室
３日目
(６年)

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年生の外国語科・外国語活動の時間に一緒に指導いただく先生です。

５月の生活目標

自転車点検にご参加ください

「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。
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。
遊んでいる中で、もめることもあるでしょう。それもまた経験の
一つです。最初は大人が解決を手伝いますが、卒業時までに子ど
もたち同士で解決ができるように指導しています。
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。
気温が高くなる日が増えてきます。帽子の着用やあせふきタ
オルの活用等、ご家庭でも声をかけていただけると助かります。

５月１１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、
点検費用が発生するところ
ですが、
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
をご確認のうえ、ぜひご参加くださ
い。
お子さんの自転車の安全を確かめ
ましょう！！

４月の子供たちの様子から
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…
全校児童でじゃんけん列車や○×クイズを楽しむ
うちに、すっかり吹上小学校の仲間入りができました。
児童会の皆さん、計画から運営まで、ありがとう
ございました。

AET Malshall(マーシャル)先生の授業
３年生以上の外国語科・外国語活動の授業の
サポートをしていただきます。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きま
す。年間で２６日と少ない時間ですが、高学年
の「聞く・話す」力を高めていきます。
給食の時間の交流も、今後行う予定です。

連休中の過ごし方及び緊急時の連絡方法について
新学期が始まってから、子どもたちの元気な声が響きわたっています。とてもうれしい気持ちにさ
せてくれます。新学年での学校生活に慣れてきたころですが、ここで大型連休を迎えます。ご家庭や
地域で過ごす時間がいつもより多くなることと思います。
各学級では担任による安全指導を行っております。以下のような内容を指導いたしましたので、ご
家庭でもお子さんと「安全」について、お話をしていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
○見知らぬ人から呼びかけや誘いがあっても、絶対に応じない。
○人通りの少ない道や街路灯の少ない場所「入りやすく、見えにくい」場所は避ける。
○「いか・の・お・す・し」の約束を守る。
い…ついていかない
の…車に乗らない
お…大声を出す
す…すぐにげる
し…知らせる
○自転車の乗り方を守り、安全には十分に気をつける。
○道路の歩行、安全な横断の仕方を再確認し守る。
○見知らぬ人から声をかけられたり不審者を見たりした場合は、保護者へ伝える。
この場合、保護者の方は、すぐに警察へ届け出てください。
連休中は、機械警備となるため、学校へ連絡をしてもつながりません。事件や事故の際は、速やか
に警察へ届け出てください。緊急で学校職員と連絡を取る必要がある場合は、青梅市役所へ連絡して
ください。
青梅市役所（代表）
０４２８－２２－１１１１
青梅警察署（代表）
０４２８－２２－０１１０

学校を支える方々を紹介します
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
今年度の委員を次の皆様にお願いしました。
り、信頼される自主的・自立的な学校運営を行う」こと
神森 正 様（青梅みどり第二保育園園長） を目的としております。
「学校関
山岸 武 様（陶芸のゲストティーチャー） また、学校運営連絡協議会委員の皆様には、
係者評価委員」と「学校サポートチーム」を兼ねていた
樋口 篤史 様（青少年委員）
だいております。
坂本 雅彦 様（主任児童委員）
学校関係者評価は、学校の現状と課題について共通
築地 夏美 様（民生・児童委員）
理解を深め、相互の連携と協力により、学校運営や教育
大野 葉子 様（民生・児童委員）
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
大塚 隆介 様（前ＰＴＡ会長）
となる行動等に関する情報交換、具体的な支援策や方
大島 慎史 様（ＰＴＡ会長）
針等の検討を行います。

学校運営連絡協議会委員

スクールカウンセラー
東京都内の学校には、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。

就学援助費給付制度
の申請について
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。
申請後、認定されてから給付となります。
受付は随時行っておりますが、受給を希望さ
れる場合は、手続きをお願いします。なお、
審査結果等については教育委員会から通知
があります。

「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。登録のため書
類をお渡しいたしますのでご連絡ください。
副校長 雑賀

電話：２２－７２４１

昨年度、お手伝いいただいた活動

教育ボランティア
〇地域めぐりの安全の見守り
〇図工、生活科や総合的な学習の時間のお手伝い
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

ここで紹介したほかにも、スクールガードリーダーやステ
ップアップスクール指導員等、ご協力いただいております。ま
た、保護者の方にも学年行事等でご協力いただくこともたく
さんあります。その際は、どうぞよろしくお願いします。

