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ほめる内容は…アウトプットよりインプット
校長 富 田

清

今日から２学期がスタートしました。たくさんの出来事が詰まった夏休みを終え、学校での学習が再開し
ます。子供たちにとっても保護者の皆様にとっても、長い夏休みが終わったという思いでしょう。
お陰様で、休み中大きな事故や怪我の報告もなく、子供たちが無事に過ご
すことができたことは何よりです。
この夏休み、子供たちや保護者の皆様はどのように過ごされたのでしょ
うか。１学期の終業式の日に受け取った通知票「あゆみ」を見ながら、今
年度になって「できたこと」「変われたこと」など見付かりましたか。ま
た、夏休み３７日間の生活の中で「できそう」「できるかも」と思ったこ
とに挑戦することができましたか。２学期の学習が本格的に始まる前にお
子さんと一緒に確認をしてください。
この夏休みの復習についてまだ取り組めていないご家庭は、まだ間に合
います。今週中、夏休みを含めた１学期の振り返りは、ぜひ取り組んでみてください。子供は、自分の『強
み』を知ってこそ、次の活動への頑張りが出てくるものです。
２学期も学校生活において子供の活動にさらに磨きをかけ、充実した学校生活が送れるように教育活動を
進めていきます。そこで、子供に『強み』を自覚させ、自信を育むことで様々なことに挑戦できるよう、
「子供との関わり」を考えてみましょう。
子供はほめられることで自信をもち、様々なことにすすんで挑戦できるようになると言われます。
しかし、私の経験からむやみにほめているだけではこうした力は育たないと思います。そこで、ほめる内容
など「ほめるについてのコツ」について考えてみると…。
子供が取り組んだこと、活動した姿（インプット）そのものをほめるこ
とが大切になります。子供は努力した内容に対して「よく頑張ったね」と
声を掛けられることで、その後の活動を粘り強く続けられる傾向が見られ
ます。一方「テストで良い点を取る」という活動の成果（アウトプット）
をほめてしまうと「自分は勉強ができる」「自分には力がないからだ」と
考える傾向になるようです。
子供は、「１時間勉強した」という活動そのものを評価されることで『強み』を育めるのです。また、こ
れには即効性が大切です。「あの時は…」より「今、○○したことは…」の方が、子供は自分を見てもらえ
ていると実感し、素直に喜ぶことができるのです。ぜひ、ご家庭でも「ほめるコツ」を意識し、子供の活動
に寄り添ってみてください。
２学期は、行事も多く学習も充実する時期です。夏休みに得たものをうまく活かしながら、一人一人に活
躍してほしいと思います。また、生活リズムも早く学校モードに切り替えて、充実した学校生活を送るよう
にしてほしいと思います。

◇◇具体的な目標をもって２学期を始めよう◇◇
２学期になり、新たな目標をもっている人もたくさんいることと思います。目標を実現させるには、「○
○を頑張る」などと漠然とした目標でなく、「いつまでに、何を、どこまでできるようにする」などの具体
的で、少し頑張れば達成できる目標を決めることが大事です。そして、達成できたら、また次の目標を決め
て取り組むというように、少しずつアップできることを目指してほしいと思います。
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ラス３・４年
９ 全校朝会
身長・体重測定１年
ステップアップク
ラス３・４年

15

16
休日 敬老の日

22

23
休日 秋分の日

29

30

運動会 振替休業日
予備日

火

水

木

27 短縮

28 短縮

29 短縮
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「SC」は、スクールカウンセラーの勤務日です。相談の希望の方は、養護教諭または副校長にご連絡ください。
応答専用留守番電話機能の導入について
青梅市では２学期より導入いたします。ご理解とご協力をお願いします。

設定時間：＜平日＞午後６時３０分から午前７時４５分ごろまで

＜土・日・祝日等＞終日

留守番電話へのメッセージの録音はできませんので、翌日以降におかけ直しください。児童・生徒の生命や安全に
かかわる事件や事故など緊急を要する場合は、青梅市役所（電話番号０４２８－２２－１１１１）や、青梅警察署（電
話番号０４２８－２２－０１１０）までご連絡ください。

８・９月の生活目標

「すすんであいさつをしよう」
〇相手の顔をみてあいさつをします。
〇自分からあいさつができるとさらによいです。
学期はじめは、
「あいさつ」を重点的に指導して
まいります。仲のよい友達、近所や地域の方、先
生へ「自分からすすんであいさつをすること」を
目標にしています。１学期のときよりレベルアッ
プできるように、取り組んでまいります。
旗振り当番や登下校の際に、子供たちへぜひお
声かけください。

長期休業日明けは、特に様子をみていきます
夏休みが始まる前に、子供たちには安全に関する指導をたく
さんしました。交通事故、花火の扱い、水の事故、スマートフ
ォンや携帯に絡んだ事故や事件、落雷、熱中症などです。また、
終業式の時に校長先生から子供たちに伝えたことは、
「自分の
命は自分で守る」こと、
「２学期の始まりに、元気な顔を見せて
ほしい」ことでした。
長期休業日中にできた新しいリズムを学校のリズムへと変
えていく中で、心身の不調があるかもしれません。様子に気を
付けながら運動会の練習も進めていく予定です。
おうちでも、手は離しつつ、目をかけ、様子を見てください。

児童会と生徒会の連携
「いじめゼロ宣言」として、青梅市はいじめの撲滅に
むけた取組をしています。７月２４日に「いじめゼロ宣
言子ども議会」として、市内全小中学校の代表が集まり、
各校の取り組みについて話し合いました。本校の取組の
様子は、各学級で１学期末に話し合ったことをまとめた
ものです。
市内全体、小中学校合同で、そして、各学級、個人で
と考える機会をもち、自分たちの生活を見直すことを続
けていきます。
各学級で考えたスローガンは校内に掲示しています。

市議会が
行われて

夕やけランドの開催
７月の保護者の際に青梅市の社会教育課から説明が
ありましたとおり、今年度から本校でも放課後子ども教
室「夕やけランド」が開催されます。詳細は、資料等が
配布されますのでご確認ください。
ご不明な点等は、青梅市教育委員会教育部社会教育課
へお問合せください。
（以下、保護者会のときに配布した資料より抜粋）

「夕やけランド」は、子どもたちがスタッフや地域の
ボランティアに見守られながら、友人たちと楽しく遊ぶ
ことのできる場所です。次代を担う児童を健全に育成し
ていくために、たくさんの友だちと遊び、学ぶ機会と、
体験し交流する安全な「遊び場・居場所」を、ほか後の
学校に開設しています。
実施場所は小学校ですが、学校の事業ではありませ
ん。また、学童とも異なります。
夕やけランドへの参加や帰宅方法については、児童と
保護者がよく話し合った上で、各自の判断と責任におい
て行ってください。
☆体験教室☆
９月１１日（水）下校～１７時まで
９月１８日（水）下校～１７時まで
※「体験教室参加票」が必要です。

いる議場
で、発表を
しました。

☆申し込み☆
夕やけランド開催日に会場スタッフへ「夕やけランド
申込書」を提出してください。

学力向上に向けて 家庭学習のススメ
≪２学期の初めが肝心 学習習慣を作る≫
夏休みが明けました。夏休み中は、どんな毎日を送っていたのでしょう。２学期が始まり、またいつも
のペースが戻ってきます。始まりが肝心です。
「いつもの」ペースをできるだけ早く整えましょう。
「早寝・早起き・朝ごはん」をしっかりと繰り返すことが、児童の学力向上や体力向上に必要なことで
あるとが、最近よく言われています。
まずは、早く起きて、朝日を浴びることが、生活リズム作りには大切なことです。朝日を浴びることで、
睡眠もスムーズにできるようになります。深い睡眠のためには寝る直前の過ごし方も大切です。
さて、そうやって考えていくと、どのような生活リズムがお子さんにはあっていそうですか？家庭学習
として、どのタイミングで、どのくらいの時間が確保できそうですか。
２学期は、どの学年も１学期に比べ学習内容が複雑になります。１学期の学習の上に、２学期の学習が
積み重なっていくからです。授業で分かったことを確実な知識にするためには、その日の復習をしてから
寝ることをお勧めします。
２学期の始まりに、学習習慣を含めた生活リズムを見つめ直しましょう。

校舎外の活動について

８月２日（金）
・３日（土）の２日間、ＰＴＡ本
部主催の「校内美化活動」を行いました。今回は、
校舎３階の図書室前から６学年教室前の廊下の壁
をきれいに塗装しました。
暑い中、参加してくださった多くの子供たち、
保護者の皆様、本当にありがとうございました。
おかげで、明るい壁になりました。
これからも、感謝の気持ちを忘れずに、学校を
きれいに使っていきましょうね！

担当の一部変更のお知らせ
２学期の給食配膳員さんのご紹介
村木 由美子 さん
よろしくお願いします。
高橋 智子 さん
これまで お世話になりました。
ありがとうございました。

≪体罰のない学校をめざして≫
子供たちがいやな思いはしていないだろうか、困っ
てはいないだろうか。そう考えながら毎日、子供たち
の様子をみています。子供たち同士のことはもちろ
ん、教職員と子供たちとの関係についても同様です。
教職員が、自分たちの指導を見直すために研修を行
いました。そこで、一人一人を大切にするあたたかい
学校作りをしていくこと、落ち着いて物事に対応する
こと、お互いによく相談し、複数の目で見て対応をい
くことなどを確認いたしました。

「感情にまかせる前に 深呼吸」

青梅市立吹上小学校

上記のほかにも・・・
「一人で悩まず 周りに相談しよう！」
「複数で対応 抱え込まない 話しやすい環境づくり」
など、ありました。これらの言葉を忘れずに、日々勤めてま
いります。

今年は遅かった梅雨明けとともに暑い日が続きました。
これからも暑い日が続くと予報されています。学校では、
子供たちの熱中症等への対策に万全を期しているところ
です。
これから始まる運動会の練習においても、
安全に努めて
まいります。
学校ではＷＢＧＴ計を活用して、
安全に活動できるかど
うかを判断いたします。これは、環境省が推奨している暑
さ指数を活用した指針です。原則として、暑さ指数が「３
１」を超えた場合は、休み時間や体育などの校舎外におけ
る活動は休止します。体育館での活動も同じです。
また、青梅市では大型扇風機が各学校に導入されまし
た。本校でも、体育館を中心に活用します。
学校では一人一人ができることについて、
声かけをして
まいります。
ご家庭では睡眠をたっぷりとるなどの体調管
理の部分についてご留意いただきますようお願いします。

いつもありがとうございます。
地区の活動として、パトロールをしていただいていま
す。ありがとうございます。
２学期は、
「スクールガードリーダー」の小谷様も一
緒に回ってくださる日があります。その地域でなくて
も、その日の当番でなくても、一緒に回っていただき、
多くの目で、学区域の様子を知っていただけるとありが
たいです。どうぞよろしくお願いします。
塩船地区

９月 ９日（火）

吹上地区

１０月 ８日（火）

大門地区

１０月１７日（木）

師岡２丁目地区

１１月 ６日（水)

防犯カメラ 設置予定です！
都の事業として、各小学校の学区内の道路に新たに５台
の防犯カメラを設置することになりました。
吹上小学校区では、今年度中に設置される予定です。設置
後の管理は、教育委員会・教育総務課が行います。通常は、
カメラに内蔵されている記録媒体に映像が録画され、一般
的に見ることはできません。非常事態が起きた場合にのみ、
警察の指示等により教育委員会が記録媒体を取り出し、確
認するものだそうです。
すでに設置されている５台とあわせて、学区内に１０台
のカメラが、子供たちだけでなく地域の安全・安心に役立つ
ことになります。

