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立春、春はもうそこまで！
校長 富 田

清

２月に入り、ベランダや窓から差し込む太陽の光がまぶしさを増してきました。暖冬かもと言われていた
今年の冬でしたが、１月２２日には大雪となってしまいました。翌朝、雪がやみ全職員で除雪に出たとこ
ろ、通学路の除雪がすでにされている場所がところどころあったり、歩道の歩行への安全対策をしてくださ
ったりと、常に子供たちのことを考えてくださっている地域の皆様の動きに感謝申し上げます。まだまだ、
厳しい寒さが続いていますが、木々の芽は芽吹き始め、雪の下には緑の色が見え、確実に春が近付いている
ことを感じるこの頃です。
平成２９年度もあと２ヶ月となりました。子供たちには進学・進級に向けての心構えをもたせ４月を迎え
させたいと思っています。さっそく１月３０日には、吹小フェスティバルに来年度１年生になる園児たちの
訪問がありました。園児の中には学校に慣れている子も多く、
「僕は○○の弟だよ。知っている？」と聞い
てくる子もいました。どの子も１年生になるという表情で真剣に説明を聴き、活動（遊び）をしている様子
に新年度が楽しみだなと思いました。
さて、２月３日は節分の日です。
「節分」は本来、季節の移り変わるときの意味で、立春・立夏・立秋・
立冬の前日を指しています。その中で立春が１年の初め、冬から春になる時期を１年の境と考えられること
から次第に、
「節分」と言えば、春の節分を示すものとなってきたそうです。ところで節分と言えば「豆ま
き」ですが、この豆まきは、中国から伝わった風習と言われています。
『鬼
は外、福は内』と言って豆をまくことが多いですが、地方によっては掛け声
も異なり、
『福は内、鬼は内、悪魔 外』と言って豆をまくところもあるよ
うです。豆まきをしながら、皆さんはどんな鬼を追い払いますか。
「しては
いけない、言ってはいけないことを、後先を考えずにやってしまう鬼」
「自
分が楽しければいいという、わがまま鬼」このような鬼を退治することは大
変なことです。でも、１年１年成長していく中で、体の成長と共に心も成長
していくためには、心の中の鬼を退治していくことが大切ですね。
このように季節を上手に取り入れて、生活の中に活かしていくのは、日本人の知恵のようです。
学校でも、この寒さを元気に乗り切り、暖かい春を子供たちと共に迎えたいと思います。

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、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。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。

２月の生活目標

放課後の過ごし方を考えよう

「ゆっくり右側を歩こう」

学校では、
長期休業日前の生活指導や学期末の保護
者会のおりに、
「生活の仕方」についての話をし、放
課後の過ごし方やお金の使い方など、
危機管理意識を
高められるようにしています。
放課後の過ごし方やお金の使い方などは、
ご家庭で
よく相談することが大切です。
一緒に遊んでいる保護
者同士で情報を共有できると安心でしょう。
また、保護者の方が一緒に出かけて、どうするのが
いいのか学ぶ機会があるといいですね。

「右側を」廊下では右側通行を心がけます。
「ゆっくり」走らず、歩くようにします。
自分で考えて安全な行動がとれるようにして
いきます。階段と廊下の交わるところなど、特に
気を付けるように指導します。

吹上地区 小中一貫教育
≪中学校出前授業≫
中学校の授業を体験し、中学校の先生の専門
的な指導でより技術アップを目指すとともに、
中学校の授業の雰囲気を知るために行ってい
ます。中 1 ギャップへの対応でもあります。
今回は、吹上中学校の体育の先生お二人にお
越しいただき、６年生が体育「跳び箱運動」の
授業を受けました。
男子は台上前転、女子は開脚とびがより上手
になりました。

≪６年生が中学校で
部活体験をします≫
６年生は、２月２日に吹上中学校に中学校訪問
に行きます。そのときは部活動を見学します。
２月２８日（水）には、吹上中学校で部活動を
体験します。吹上中学校は、人数が多い学校では
ないのですが、部活動は盛んに行われているよう
です。どんな様子か、子供たちが気になっている
ポイントですので、様子を見ていきます。

家庭学習のススメ

子供の話に「耳をすます」

≪学年のまとめと自主学習≫
３学期の進みは速く、すぐに学年末を迎えてしま
います。この 1 年間で子供たちは大変たくさんの内
容の学習を行い、また、学習の仕方を身に付けてき
ました。

小学校の６年間で、子供たちはとても成長
します。小学校１年生のお世話を、例年６年
生が行うのですが、一緒にいると、その大き
さの違いに驚かされます。
心の成長も大きいです。
自分のことが中心で、自分を見てほしい低
学年。友達の考えを聞き、自分の考えと似て
いるか違うか考える経験を通して、他者に目
を向けていきます。
ギャングエイジと呼ばれ、友達と群れて遊
ぶことができるようになる中学年。少しずつ
融通を利かせることができるようになった
り、友達の様子を見て考えることができるよ
うになったりしてきます。
思春期に差し掛かり、心と体の成長が気に
なりだす高学年。家族よりも友達を気にした
り大事にしたりし始めることもあります。
高学年になると話す機会が減っていく傾
向にありますが、低学年のときから、学校の
様子などを楽しく聞いてあげていると、話す
ことが当たり前になるようです。
来年度から東京都では「ＳＯＳの出し方教
育」を高学年に取り入れていきます。ＳＯＳ
になる前に、子供たちの悩みや考えを聞く機
会を確保できるように、日頃から、
「耳をすま
す」姿を見せ、話す場をつくっていってくだ
さい。

家庭学習の習慣も１学期の始めに比べ、ずいぶん
と定着し「当たり前」になってきていることでしょ
う。
「当たり前」として、やるべきことが定着するこ
とで、より学習効果が高まります。
さて、学習内容についてはいかがでしょうか。ド
リルやワークの振り返りや繰り返しもたくさんや
ってほしいところです。まずは、確実な基礎知識の
定着が大切です。
さらに、高学年にぜひ挑戦してほしいのは「調べ
学習」です。
何を調べるか、どうやって調べるか、手順を考え、
必要なものをそろえ、調べたことをまとめていくこ
とで、知識の再編集を行い、より確かなものにして
いきます。
調べ学習を無地のノートに自分で構成を考えな
がらすすめる自主学習をすることで、思考力や表現
力を高めることにもつながります。家庭学習の習慣
が身に付いたこの時期だからこそ、深める学習に挑
戦させてみましょう。そして、頑張ったことをたく
さん褒め、励ましていきましょう。

教育活動報告会に

ありがとうございます
図書館支援員

ご出席ください
教育活動報告会を行いますので、ぜひご出席くださ
い。時間と場所については、１月２９日配布のプリント
をご覧ください。
１・２年生 ２月２３日（金）
３・４年生 ２月２７日（火）
５年生
２月２６日（月）
６年生
３月 ６日（火）
２学期末には「よりよい学校づくり」にご協力いただ
きありがとうございました。
保護者の皆様からいただい
たご意見、教職員、項目によっては児童もアンケートに
回答し、
さらに学校運営連絡協議委員の皆様からご意見
を伺いました。そして、今年度の吹上小学校の教育活動
を振り返りました。
振り返りを活かしながら、現在、来年度に向けた計画
を立てているところです。
来年度のおおよその予定や今
年度の振り返りは、保護者会の前に行います「教育活動
報告会」にて学校長よりお話しする予定です。

青梅市では、市内の学校に「学校図書館支援員」を
配置しています。本校も昨年度から配置されました。
本校の学校図書館は、昨年度まで内容のジャンル
別に本が並べられていました。それを一般的な図書
館と同様の十進分類法に並べ替えました。並べ替え
の中心になったのが図書館支援員さんと図書ボラン
ティアの皆さんです。
一般的な図書館と同じ並び方になったことで、公
共の図書館を利用するときに、本の並び方を活用し、
探している本を見付けやすくなります。
本の並べ替えのほかに、本の修理や本棚の整理整
頓、季節の本の紹介などをしてくださっています。ま
た、授業で必要な本を図書館からたくさん借りてき
て、子供たちの学習の充実もお手伝いしてくださっ
ています。

雪の対応を
吹小フェスティバル
ご協力ありがとうございました
３０日（火）に行われました「吹小フェスティバル」に
たくさんの方にご参観いただきました。ありがとうござい
ました。
お店とお客、計画と実行、内容と方法、希望と効率、さ
まざまな課題をもって子供たちは準備、そして当日を過ご
しました。子供たち同士でも盛り上がりますが、そこに、
保護者・地域の皆様、園児のみなさんの参加が加わること
で、より一層、充実した時間になりました。特に、低学年
などは、大人の上手なナビゲートで成功体験につながりま
した。ありがとうございました。

転出入情報はお早めに
転出入や学区内のお引越しが決まった場合など、早め
に担任までご連絡をください。
転出入は、来年度の学級数にかかわる場合があります。
ご協力ください。

ありがとうございました
１月は、雪による始業時間の変更を行いました。
ご理解、ご協力をいただき、対応をありがとうござ
いました。子供たちは大きなけがや混乱なく登校
することができました。
登下校の変更がある場合等、ＰＴＡメールにて
ご連絡するようにしています。しかし、メール配信
のシステムが止まっている場合や校内のメール配
信の機能が止まってしまっている場合（停電やＬ
ＡＮの不具合）には、電話連絡網で対応をお願いす
ることもあります。学級の電話連絡網のご確認を
お願いします。今回、メール登録は済んでいるの
に、メールが届かなかった場合は、ご家族の方の別
のメールで登録を試したり、学級の方からメール
を転送してもらったりするなど、ご対応をお願い
します。
学級閉鎖を行う場合にも、ＰＴＡメールで情報
をお伝えします。未登録の方は、ぜひご登録くださ
い。

