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子供の自尊感情を伸ばすには
校長 富 田 清
新学期が始まって２ヶ月が過ぎました。どのクラスを見ていても子供たちがとても落ち着いて、楽
しそうに学校生活を送っているように感じます。自尊感情の高い子供たちが増えていることがその大
きな要因になっています。
ある調査では、『自尊感情が高いと結果的に学校の成績や仕事の業績
がアップし、自分を大切にすると同時に人への思いやりをもつことがで
きるようになる。』という結果が出ています。高い自尊感情をもつ人
は、何事に対しても積極的に取り組み、豊かな体験を積み重ねていく中
で、さらに自信が付き、ありのままの自分を受け入れ、他者をも受け入
れていくことができるようになるそうです。
ではどのようにしてその自尊感情を高めるのでしょうか。それには、
次の４つの要素がとても大切であると言われています。
①周囲から愛され包まれていること【包み込まれ感覚】
②他の人と話が通じるということ【社交性感覚】
③自分は頑張ることができる人間だと思えること【勤勉性感覚】
④自分のことが好きだということ【自己受容感覚】
学校でもこれらの感覚を養うように努力と工夫をしていきますが、各ご家庭においても子供がこの
４つの感覚がもてるように、様々な工夫をしてみてはいかがでしょうか。
「包み込まれ感覚」は、誰かに愛されているという感覚で、とても大切です。子供なら、愛し抱き
しめてあげることです。大切な存在であることをいつも話してあげるだけでも、効果があります。
「社交性感覚」を養うには、子供と一緒に遊べる機会を増やすことです。親
子で同じ体験をすることがとても大切なことです。
「勤勉性感覚」では、頑張る機会を与えてあげ、「頑張れ」ではなく「頑張
っているね」と言ってあげることが効果的です。
親を含めた周囲の人から愛され大切にされること。共通の体験をすることで話
題も増やすことができ、他者の考え･思いを理解することができるようになるこ
と。何事にも挑戦して最後まで頑張り続け、やり遂げることができるようになる
ことから、自信をもつことができ自分の大切さに気付くことができる。そして、
自分のことが好きだという「自己受容感覚」子供に育つのではないでしょうか。日々のちょっとした言
葉掛けや行動が子供をさらに大きく成長させ、自尊感情を伸ばすきっかけとなります。よろしくお願い
いたします。

就学援助費給付制度について
青梅市では、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、青梅市教育委員会教育総務課または学校まで
ご連絡ください。なお、審査結果については教育委員会から通知があります。

６・７月の行事予定
日
月
火
2 3 全校朝会
4 全校読書
リサイクルセン 委員会活動
ター見学(４年)
ステップアップ教室
SC

水
5
短縮時程(研究会のため)
４時間授業

木
6 朝学習
移動教室始 ６年

金
7 全校算数
水泳指導始
移動教室 ６年

9

11 全校読書
内科検診
(１・３・５年)

12 安全指導
４時間授業

13 安全指導
クラブ活動

14 全校算数
15
社会科見学・市内
めぐり(３年)

SC
16 17 全校朝会
18 全校読書
小中合同引渡し 開校記念日
訓練
公園探検(１年)

PTA 運営委員会

10 全校朝会
読書週間始
６年振替休業日

(教員研修のため)

土
8
移動教室
終 ６年

AET

ステップアップ教室

ICT
20 朝学習
小中一貫合同研修のため
５時間授業

19 短縮時程

図書ボランティア

21 体育集会
22
読書週間終
市音楽鑑賞教室
(５年)

AET
23 24 全校朝会
ステップアップ教室

SC
25 全校読書

26 縦割り班活動

SC

AET

27 朝学習
セーフティ教室
（２～４校時）

28 全校算数
水曜時程
５時間授業
(教員研修のため)

29
PTA
文化
委員行事

AET
30 7/1 全校朝会 2 全校読書
3 安全指導
授業参観・保護 授業参観・保護者
者会３・４年
会１・２年
ステップアップ教室
給食試食会(１年)

4 朝学習
都学力調査(５年)
委員会活動

5 全校算数
6
授業参観・保護者
会５・６年・あお
ぞら
プラネタリウム
見学(４年)
ICT

11 朝学習
クラブ活動

12 全校算数
13
大そうじ週間終
水道キャラバン
(４年)

SC
7

8 全校朝会
大そうじ週間始

9 全校読書

ステップアップ教室

SC

10 体育集会
避難訓練

「SC」はスクールカウンセラーの勤務日です。お子さんのことや子育て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。
２校時：５・６学年 ＳＮＳの使い方や危険性について
３校時：１・２学年 不審者等への対処方法について
４校時：３・４学年 万引き等の犯罪防止について

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、
けが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。

全学年、視聴覚室で実施予定です。
２校時、４校時終了後は、講師の方と保護
者の方の交流を予定しております。

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、小学校の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１７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ています。
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掲示をしています。
中学校とのポスター交換や挨拶運動を一緒
に行ったりして、
いじめゼロに向け意識を高
めていきます。

６月１日（土）に吹上中学校において、体育大会が開催されました。
中学生の凛々しい姿に感動したものです。
小学校の時期に学ぶ姿を教職員で再度確認し、中学校期の学びに繋
げていきたいと思います。

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、３５周年、３６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

火事対応の避難訓練

休み時間のすごし方

５月の避難訓練は、防火扉が閉まった場合の対応方法、逃げ
遅れて校舎内に取り残されてしまった場合の避難方法、
（救助
袋）について知る避難訓練でした。
防火扉を閉めた訓練は年間を通して１回なので、小さい扉か
ら避難する難しさを感じていた様子でした。改めて訓練の大切
さを感じ、日頃から真剣に取り組むことの大切さを学びました。
また、教員による救助袋を使用した訓練の様子を、子供たち
が参観しました。訓練とはいえ真剣な先生方の表情に緊張をし
ていました。この緊張感を忘れずにいたいです。

５月のとある日、学年を超えてボール
の使用についてトラブルがありました。
そのことから、休み時間の校庭の使い方
について、トラブルを未然に防ぐために
職員で検討をした結果、サッカーコート
を学年で割り当てて使用することとしま
した。
子供たちの様子を見ながら、どうする
ことがよいのか、今後も考えていきます。

PTA 地区委員会
自転車点検ありがとうございました
５月１１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。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。当日参加できなか
ったご家庭はぜひ、上記２店のところで点検をしてください。
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
ードを担任へご提出ください。合格シールをお渡しします。
また、自転車に乗るときはヘルメットを着用してください。事故にあってしまった場合に、ヘルメッ
トをかぶっていたので大きなけがにつながらなかったものもあります。ヘルメットをしっかりかぶるこ
とをご家庭でも声をかけてください。

PTA 広報委員 広報誌作成準備 ありがとうございます
昨年度から年間１回の発行となりました。よりよい広報誌にしようとＰＴＡ広報委員のみなさんが、
準備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、６月２９日（土）１０
時３０分から、理科実験教室アインシュタインラボ主催の『体験！南極ブリザード』が開催されます。す
でに開催案内が配布され、たくさんの参加申し込みが届いているところです。申込用紙が必要な場合は、
担任までお知らせください。ぜひ、親子でご参加ください。

図書ボランティアスタート

不審者対応

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。みなさんお忙
しい中を、時間のやりくりをしながら、
活動してくださり、大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
６月は１８日（火）の予定です。

５月の末の同日に２件の不審者情報をメールにて配信いた
しました。また、川崎での事件には、本当に心が痛みます。
日頃より保護者の方はもとより、ＰＴＡや安全パトロールの
皆様には、旗振りや地区パトロールを行い、事件・事故に対す
る未然防止に努めていただいています。ありがとうございま
す。大きな抑止力となりますので、今後ともよろしくお願いし
ます。
それでも、不審者にあった場合には、その場から早く離れ、
大人に助けを求めるように、お子さんとご確認ください。
〇防犯ブザーは、とりやすいところについていますか。
〇１１０番の家の場所を知っておきましょう。
〇お子さんと一緒に通学路を歩き、危険箇所の確認を!!
＊＊＊不審者にあってしまったら＊＊＊
できるだけ早く、１１０番通報を！
その後、学校にも連絡をください。
メール配信にて、注意を呼びかけます。

