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学校の再開に当たり
校長 富 田

清

新型コロナウイルスの感染症対策で緊急事態宣言が発令され、それに伴い、臨時学校休業の状態が続い
ていました。ご家庭では、子供たちは心身ともに健やかに生活していましたか。学校では、子供たちの生活
を想像する中、学校再開に向けた段取りを検討し、今年度の学校生活について再調整していました。
例年ならば、新年度の生活にも慣れ、気候とともに活気があふれ出す頃ですが、子供たちのいない校庭や
校舎内は閑散として寂しい限りでした。
長かった臨時学校休業の期間が明け、やっと学校が再開しました。まだ当面の間、感染症予防のための配
慮は行っていきたいと考えています。
世界中に猛威を振るっている新型コロナウイルスに対し、さまざまな自粛や学校休業期間が、だれもが経
験したことのない長期にわたっています。これまで当たり前だと思っていたことが当たり前ではないことに
気付かされます。子供たちにとっても家庭で過ごす時間が長いことにより、今まで気付かなかった新たなこ
とに気付いたり、考えを深めたりすることもあったのではないかと思います。今まで当たり前であったこと
が当たり前でなくなった時、人やものの大切さ、感謝の心に気付くこともあります。
保護者・地域の皆様方には、学校再開後、子供たちがスムーズに学校生活・学習活動が進められ、充実し
た学習活動が行われるよう、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
当面の間、感染症予防のための入念な配慮が必要であり、学校としての重点事項は、次のとおりです。
◆ 毎朝の健康確認
〇 引き続き、
「健康観察カード」の記入・提出をお願いします。
○ 健康観察カードや検温を忘れた場合は、保健室で検温をします。
〇 発熱等の風邪症状がみられる場合には、無理をせずに自宅で休養させてください。
◆ 教室の換気
〇 エアコン使用時を含め、休み時間ごと２方向のそれぞれ一つ以上の窓を広く開けます。
〇 授業中も天気や教室の位置等を考慮しつつ、換気を行います。
◆ 消毒の実施
〇 教室やトイレなど、特に多く児童等が手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、
毎日、消毒液（次亜塩素酸ナトリウム等）を使用して教職員が清掃を行います。
◆ 手洗いに関する指導
〇 校庭や体育館等から教室等に入るときやトイレ、掃除、給食の前後など、石けん（各手洗い場に常備）
を用いてこまめに手を洗うよう指導します。
◆ マスクの着用等に関する指導
〇 登下校及び在校時等、児童同士で十分な距離（およそ２メートル）を保てない場合には、マスクを着
用するよう指導します。
〇 体育の授業や給食における喫食時などマスクをはずす場合には、はずしたマスクを落としたり汚した
りしないよう指導します。

◆ 児童が主体的に「３つの密」を避けるための指導
〇 ポスターを掲示したり、教員から注意喚起を行ったりすることにより、児童一人一人に自ら「密閉」
「密集」
「密接」を避ける意識をもたせます。
◆ 各教科等の指導
〇 授業中、教師はマスクを着用します。
〇 児童同士のグループや少人数による話合い、教え合いなどの活動は控えます。
○ 児童が学習で使用する共有教具等は可能な範囲で消毒を行い、使用して授業が行えることを模索して
いきます。
○ 昨年度に実施できなかった単元及び内容は、今年度指導する同系統性の内容とともに指導します。
〇 感染の可能性の高い実技指導などは、年間指導計画を見直し、指導の順序を変更する等の工夫を行い
ます。例えば、次のような指導です。
＜体育＞ 可能な限り授業を校庭で実施する。体育館で実施する場合にも、十分な換気を行います。
授業後の手洗いについても指導します。
身体接触を伴う活動（複数人による準備体操など）
今年度については、水泳指導は中止（水難事故防止に関する指導は行う）
＜音楽＞ 歌唱の活動や管楽器（リコーダー等）を用いる活動
＜家庭＞ 調理実習 など
◆ 体育の授業等に伴う更衣
〇 更衣の場面で「密集」
「密接」を避けるための工夫を行います。高学年については、男子は教室。女子
は児童会室を使用する。
◆ 給食に関する指導
〇 配食時、給食当番はマスクを着用します。また、児童は間隔を空けて並ぶよう指導します。
〇 児童が対面して喫食することは避けるとともに、会話も控えさせます。
◆ 児童会活動に関する指導
〇 クラブ活動、委員会活動は、活動内容や協議事項を精選し、短時間で行えるよう工夫します。
◆ 避難訓練
〇 児童が一堂に集まって行う活動は、延期又は中止します。ただし、避難経路の確認については確実に
実施します。
◆ 児童の心のケア
〇 学校再開後についても、児童の中には、自分や家族も感染するのではないかと不安や恐れを抱くなど、
依然として心理的なストレスを抱えている児童もいることが予測されます。
ついては、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細やかな健康観察等から、児童の状況を的確に把
握し、健康相談等の実施やスクールカウンセラーによる支援を行い、心の健康問題に適切な対応します。
◆ 今後の学校行事について
○ 「３つの密」を避けることを前提に今後検討していきます。
・外部講師を招いての学習活動 …… 中止
・吹小フェスティバル …… 中止
・校外での学習活動 …… 中止または２学期以降に延期
・６年移動教室 …… 日程と目的地を変更して実施予定
・保護者会 …… ８月下旬・９月上旬に予定
・個人面談 …… 面談希望のある家庭のみ実施
・運動会 ……… 内容を縮小して実施予定
※２学期以降、その他の学校行事についても、感染拡大状況や青梅市の指針等を参考に決定していきます。

６・７月の行事予定
日

月
6/１ 時差登校
特別時程３時間授業
給食なし

火
２ 時差登校
特別時程３時間授業
給食なし

水
３ 時差登校
特別時程３時間授業
給食なし

9 短縮時程
４時間授業
給食なし

10 短縮時程
４時間授業
給食なし

SC
16 短縮時程
開校記念日

17 短縮時程

木
４ 時差登校
特別時程３時間授業
給食なし
身体測定・視力・聴力
２～６学年
ICT
11 短縮時程
４時間授業
給食なし
ICT
AET
18 短縮時程

SC
23 短縮時程

24 短縮時程

25 短縮時程

29 短縮時程

SC
30 短縮時程

ICT
7/1 短縮時程

AET
2 短縮時程

6 短縮時程

SC
7 短縮時程

SC
7

8 短縮時程
４時間授業
給食なし

14

21

28

5

15 短縮時程
全学年給食開始

22 短縮時程
読書週間始

金
５ 時差登校
特別時程３時間授業
給食なし
身体測定・視力・聴力
１年・あおぞら学級

土
６

12 短縮時程
４時間授業
給食なし

13

19 短縮時程

20

26 短縮時程

27

3 短縮時程
読書週間終

4

8 短縮時程
9 短縮時程
10 短縮時程
11 特別時程
避難訓練
委員会活動
土曜授業
SC
ICT
４時間授業
「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。担任や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。
「ICT」はＩＣＴサポーターの勤務日です。本年度から本格的に取り組む「プログラミング教育」に講師として、子
供たちへ指導していただきます。
「AET」は外国語、外国語活動の講師が勤務する日です。

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。廊下の壁に「右がわを ゆっくり」
と表示をしていますが、
気持ちが先走る傾向があります。
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。

登下校の安全の見守りのご協力 お願いします
学校が再開し、学校に子供たちの元気な声が聞こえて
きました。しかし、時差登校できょうだいでも登下校の
時間が違うなど、慣れない学校生活のスタートです。登
下校の安全については保護者や地域の方にも特にご協力
をお願いいたします。危険な行為をしているようなこと
がありましたら、お声掛けいただきますようお願いしま
す。

新型コロナウイルス感染症に関連する
偏見や差別を生まないための取組
新型コロナウイルス感染症に関連した、いじめを心配されて
いることもあるかと思います。これは、未知の病気に対する不
安から異なることへの攻撃性からおこるものと言われていま
す。子供たちが健康で安心して学校生活を送るためには、この
新型コロナウイルス感染症を正しく理解し、適切な行動がとれ
ることがポイントです。学校でも指導していきますが、ご家庭
におかれましても、新型コロナウイルスに感染している人や外
出している人等を攻撃している姿（メディアを含め）を子供に
見せないなど、ご協力をお願いします。
また、ご家庭でのお子さんの様子に異変を感じたときは、学
校にもお知らせ願います。一緒にお子さんに寄り添っていきま
す。スクールカウンセラーとの面談等も行うことができますの
でお声掛けください。
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考えたり
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。

新型コロナウイルス感染症予防対策 変更点等のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の予防対策について、お知らせをしてきましたが、青梅市の方針を踏まえ教職員で話し合っ
たりした結果、変更したことやお願いしたいことと等がありますのでそのことについてお知らせいたします。ご理解とご
協力をおねがいいたします。
☆１学期の終業式の日にち
市の方針の変更で、市内一斉に小学校は７月３１日（金）の実施となりました。本校では、この日も給食を食べた後
の５限に終業式を行います。
☆第２土曜日の授業実施
市の方針により、振替休業日の設定しない土曜授業日の設定を、７月から令和３年２月までの７回行います。７月と
９月は午前授業、１０月以降は給食を食べて午後も５限授業終了後、下校します。
・７月１１日（土） ・９月１２日（土） … 午前授業
・１０月１０日（土） ・１１月１４日（土） ・１２月１２日（土） ・１月９日（土） ・２月１３日（土）
… 給食あり、５時間授業（下校時刻等は事前に学年だより等でお知らせします）
☆マスクの着用について
原則として、登校時から下校までマスクを着用することに変わりませんが、体育の授業や休み時間の外遊びの際は、
マスクを外すこととします。活動後の手洗いとうがいを徹底します。また、登下校中、周囲の人との距離が１メートル
以上離れている場合は、一時的にマスクを外してもよいこととします。
予備用のマスクをランドセルに入れておくようにお願いします。
☆マスク袋の持参のお願い☆
学校内においても、マスクを外す時間ができます。その時は、持ってきた袋にマスクを入れて道具箱の中に入れてお
くこととします。ビニール袋や布製の袋等、必ず名前を記入して持たせてください。
☆ハンカチの持参のお願い☆
１日に何回も洗います。複数枚用意したり予備用を入れておいたりするなどのご協力をお願いします。

☆ 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。
今年度は、３６周年、３７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３
７回ですが、卒業式は第３６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。

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。

不審者対応
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、事件や事故に対する未
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。

