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人は小さな迷惑をかけながら成長する
校長 富 田
清
秋の声を聞いたもののまだまだ暑さの厳しい日が続く中、練習を重ねてきた運動会でしたが、当日は、秋
を思わせる絶好の天候の中、朝早くから多くの来賓の方々や保護者・地域の方々にお越しいただき、盛大に
運動会を実施することができました。
今年の運動会のスローガンは、「令和初 吹上旋風 巻き起こせ！！」でした。
子供たちは練習の時からこのスローガンをよく意識し、学級や学
年、そして学校全体で協力しながら準備を進めてきました。１年生は
小学校初めての運動会にドキドキしながら、６年生は小学校最後の運
動会に思いを込めながら、また、２年生から５年生もそれぞれの学年
に応じためあてをもちながら、とてもよく頑張ってきました。
子供たちの元気いっぱいの競技や力強く堂々とした演技、声を限
りに友達を応援する態度、任された係の仕事や役割をしっかりと果たす姿などから、たくさんの感動をも
らいました。「全力」を出し切り、「真剣」に競い合い、そして、勇気をもって「挑戦」した子供たち
に、心からよく頑張りましたと拍手を送りたいと思います。
保護者の皆様におかれましては、子供たちの体調管理や表現に使う衣装の準備など、運動会の成功を支
えていただきました。また、運動会の準備や片付けでは、ＰＴＡの役員の方だけでなく、多くの保護者の
皆様にお手伝いをいただき、短時間終えることができました。本当にありがとうございました。
保護者や地域の皆様の温かい見守りや、子供たちに対する深い愛情に裏打ちされた教職員の粘り強い指
導により、子供たちは安心して、そして、自信をもって運動会に臨み、心身ともに大きく成長することが
できました。「すべては子供たちのよりよい成長のために」という共通の願いの下、これからも家庭や地
域との連携・協働にもとづいた学校づくりに努めてまいります。
さて、表題の話に移ります。「人様に迷惑をかけてはいけない」これは、私
が小さい頃から教えられてきた言葉で、私自身３人の娘達にも同じように話を
しています。他人に迷惑をかけないようにすることは、社会生活を送る上で最
も基本中のことの一つであり、そこに疑義を挟む余地はありません。学校で
も、登下校のマナーをはじめ、あらゆる場面で、「人に迷惑をかけない」とい
うことを指導しています。社会通念上、ならぬことはならぬものです。
しかし、ここで視点を変えて考えて見ると、誰にも迷惑をかけずに生きていくことは生活をする上で難
しいことです。肝心なのは、迷惑をかけた時、相手がどんなに困るのか、どんな思いを抱くのかというこ
とを感じる体験を通して、相手のことを考えた対処法を身に付けることです。それは、謝罪する、反省す
る、自制する、自重する、戒慎する等の心構えをもつよう努力することです。また、一方では、親や先生
に迷惑をかけたくないからという思いから「嫌なことや困ったことを相談しない」という考えをもつ子供
もいます。こうなってしまうと、例えば、「いじめを受けていても相談しない」「少しのことなら我慢し
ないといけない」などと気持ちを抑圧してしまうことにつながってしまう恐れがあります。
ぜひ、「人は小さな迷惑をかけながら成長していくこともある」ということを学校と家庭で共有し、機
を逃さない指導を心がけていきたいと考えています。
いよいよ１０月に入りました。これからは、子供たちが運動会で学んだことを活かし、多くの友達と協力
し合いながら行事や日々の学習にじっくりと取り組むことを最重点にし、充実した日々を送れるように、職
員一同、全力で支援していきたいと思います。今月も保護者の皆様のご支援・ご協力のほど，よろしくお願
い致します
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SC はスクールカウンセラーの勤務日です。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。

１０月の生活目標

ヘルメット着用で自転車に乗ろう！

「ゆっくり右側を

ヘルメットを着用して自転車に乗っている子供たちが増えていると感じま
す。いざという時に、身を守ってくれる大事な道具です。着用する習慣が付い
ているのはとてもよいことです。
児童のヘルメット購入には、市の補助金が出ますので、まだ持っていない場
合にはご活用ください。青梅市のホームページ等にて確認してください。

歩こう」
〇右側を歩くこと
〇ゆっくり歩くこと
を、指導していきます。廊下に掲示
してあるカメのマークを見たら、落
ち着いて歩いてほしいと思います。
ほかにも、階段は飛び降りないこ
とや横に広がって歩かないことなど
もあわせて指導します。
基本は、みんなが安全に生活でき
るようにすることです。落ち着いて
行動できるように、声をかけていき
ます。

夕暮れ時の事故に気を付けよう
都内で１日に３件の子供がかかわる重大事故が連続して発生した日があっ
たそうです。どれも夕方の時間に起きました。
夕方の時間は、ドライバーにとって見えにくい時間でもあるそうです。反射
材用品の着用や自転車の早めのライト点灯等で自分をアピールすることも大
切です。
また、１０月に入り、市のチャイムが１６時に変わりました。今はまだ明る
いですが、２週間も経つと暗くなってきます。友達と一緒にいると楽しくて、
ついつい帰るのが遅くなってしまうことがあると思いますが、
「事故や事件に
巻き込まれない」ためにも時間を守ることは大切です。大きな事故につながら
ないように、学校でも声をかけています。

吹上地区 小中一貫教育
≪小中一貫合同研究会≫
１０月２８日（月）に第２回の合同研修会を行います。
〔児童は４時間授業で下校します〕
吹上小学校の教員が、吹上中学校の授業を参観し、意見交換を行います。卒業した子供たち
の中学生姿が楽しみです。
≪いじめ標語の振り返り≫
各学級では１学期に「いじめ防止」に向け
た標語を考えました。１学期の終わりには、
それらを振り返りました。
２学期のはじめに代表委員会から各学級
の振り返りが発表されました。発表された
内容をもとに、各学級で２学期も「いじめゼ
ロ」をめざして取り組んでいます。

≪連携した指導≫
小・中学生がかかわった
トラブルがありました。
小学校でももちろん、中
学校でも連携をして指導に
あたりました。小学生も中
学生も一緒に育てていく気
持ちで連携しています。

≪小中合同あいさつ運動≫
今学期も合同であいさつ
運動を行います。
１０月１５日（火）～
１０月１８日（金）
地域の皆さんも子供たち
への声かけをお願いしま
す。

運動会では、子供たちへの多くのご声援をありがとうございました。
また、いろいろなところでお手伝いをしていただいたＰＴＡ役員の皆様、児童が安全・安心に過ごせるように
ご尽力をいただきました。ありがとうございます。
本部役員のみなさん 来賓接待・緊急対応・北門の警備および誘導
学級委員のみなさん 西門・東門にて警備および誘導
本部役員および有志のみなさん 早朝から児童席のテント張り
保護者の皆様には開門時の席取りや立見席の譲り合い等、マナーを守って参観いただき感謝いたします。また
終了後の校庭にはごみもなく早くに復旧することができました。また、多くの方に後片付けをお手伝いいただき、
大変助かりました。テントの片付けでは、保護者のみなさんの力強さに助けられました。本当にありがとうござ
いました。お気付きの点は、アンケートにご記入いただき学校へ提出をしてください。
なお、ご家庭にて撮影された運動会の動画や写真をＳＮＳ等へのアップはしないようお願いいたします。

学校に足をお運びください
子供たちの様子をぜひ、ご参観ください。

☆道徳授業地区公開講座☆
令和元年１１月２日（土）
２校時 １～３学年 道徳授業公開 教室
３校時 ４～６学年 道徳授業公開 教室
４校時 全校道徳授業 体育館
・４校時の全校道徳授業は、児童と保護者の
方に向けたお話を講師の方にしていただく予定です。
お子さんと一緒に聞いていいただき、ご家庭での
話題としていただければと思います。
・１校時から、授業公開を行っています。

☆音楽会☆
令和元年１１月１６日（土）９：１５受付開始
９時３０分～ １学年から順に演奏予定

スクールガードリーダーとの
パトロールにご参加ください
スクールガードリーダーとのパトロールが行なわれ
ます。この日にパトロールの当番でない方も、ぜひ、ご
参加ください。お住まいの地域以外の地区に参加するこ
とも可能です。
吹 上 地 区 １０月 ９日（火）
集合 １６：００ 吹上小北門
大 門 地 区 １０月１７日（木）
集合 １６：００ 吹上小北門
師岡２丁目地区 １１月 ６日（水）
集合 １６：３０ 吹上小北門
すでに行なわれた地域では、子供たちの下校後の様子
や、公園でどんな遊び方をしているのかなどを見ること
ができました。

家庭学習のススメ
≪東京ベーシックドリルの活用を≫
東京都教育委員会では、
「東京ベーシックドリル」を作成し、
活用できるようにしています。
本校でも、全校算数などで活用しています。
東京ベーシックドリルは、実は東京都教育委員会のホームペ
ージからダウンロードして活用することもできます。今の学年
の学習はもちろん、ちょっと前に戻って学習することも可能で
す。
ぜひ、ご家庭でもご活用ください。
東京都教育委員会のホームページ
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/manabiouen/basic_drill.html
トップページ → 学校教育 → 教材 → 学力向上 → 東京ベーシック・ドリル
東京ベーシックドリル

検索

≪読み聞かせをしよう≫
読み聞かせは、子供たちが大好きな活動の一つです。よく、
話を聞いています。
読み聞かせは、
「語彙を増やし」
「想像力を豊かにする」こと
につながります。読み手の感情表現豊かな読み方で、知らなか
った言葉の意味や使い方を知るのです。読み聞かせの機会を増
やしたいものですね。
国語の教科書には、たくさんの本が紹介されています。それ
らを参考にして、読書や読み聞かせの機会を上手に増やしてい
きましょう。

「夕やけランド」本格的に始動します！
９月に行われた体験教室をとおして、今月から本格的にスタート
します。
「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。
☆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。申込書が必要な場合は、副校長または夕やけランド
のスタッフへお声かけください。

モルモットのえさ
ありがとうございます
飼育・栽培委員会で、モルモットのえさへ
のご協力を呼びかけたところ、多くの方に
ご協力をいただいています。ありがとうご
ざいます。
引き続き、葉物野菜や根菜類の残りなど
を持たせていただけるとありがたいです。
５年ほど前に羽村市動物公園から譲り受
けた３匹のモルモットでしたが寿命もあ
り、現在は１匹となってしまいました。命あ
るものの宿命ですが、とても悲しいことで
す。飼育・栽培委員の児童を中心にお別れの
会を行い、動物病院へ最期をゆだねました。
命の大切さをとても感じた瞬間でした。

教育ボランティアでお手伝い
いただける方を募集いたします！
教育ボランティアに登録いただいた皆
様、ありがとうございます。
下記日程で、学習のお手伝いの募集をい
たします。事前に連絡いただけると大変助
かります。
日時と実施学年等
・１０月１８日（金）
１０：３０～１２：２０
４学年 河辺駅周辺バリアフリー探し
（徒歩で往復します）
・１０月２９日（火）
１３：３０～１５：２０
３学年 安全マップづくり 地域調査
・１１月 ５日（火）１・２校時
２学年 大門市民センター見学
・１１月２１日（木）１～３校時
２学年 塩船観音寺の見学
お手伝いが可能な日があり、参加を検討
している方は、
「教育ボランティア」の登録
をお願いします。活動中のけが等に対応す
るためです。登録には、必要事項を記載して
いただきます。用紙をお渡ししますので、連
絡帳等でお知らせください。

６学年 保護者の皆様へ
吹上中学校 新入生保護者説明会
令和元年１１月１２日（金）14：30～16:00

吹上中学校 視聴覚室

