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小学生時代に育てたいものは、『自己有用感』
校長 富 田

清

学校再開から１ヶ月が過ぎ、１学期最後の月、７月になりました。
保護者・地域の皆様には、学校再開後も様々な点で、ご理解とご協力をいただき、温かく支え
てくださったこと、誠にありがとうございます。改めまして、心より御礼申し上げます。
皆様の努力で緊急事態宣言も解除され、吹上小学校も本格的
に再開し、通常の教育活動に向けて大きく動き出しました。た
だ、皆様もご存じの通り、新型コロナウイルス感染症に対する
有効な治療法や薬が、現時点ではまだありません。
子供たちへの学習保障や心理的健康や体力面などと、感染拡
大のリスクとのバランスを考えながら、今後も難しい舵取りが
迫られます。何より吹上小学校に関わるすべての人たちの命と
健康を最優先に、今後も教育活動を行ってまいりますので、引
き続きご理解とご協力をお願いいたします。
さて、子供たちがこれからの社会をたくましく、また豊かに
生きていくためには、様々な経験や知識が必要ですが、心の育ちは極めて大切です。その中で
も、見出しにも書きましたが、小学生時代に育てることが最も有効だと言われていることが、
『自己有用感』です。『自己有用感』などと言うととても難しいイメージを描きがちですが、簡
単に言えば、「自分は誰かの役に立っている」と感じる気持ちのことです。
もちろん、小学校は１年生（６歳）から６年生（12歳）まで
年齢の幅が大きいので、同じような関わりをするわけにはいき
ませんが、親や周りの人が、大事に思っているということやあ
なたがいることが幸せだというメッセージを送り続けること
で、子供たちの自己有用感は育ちます。自分がここにいる(存在
している)だけで他の人の役に立っているのですから、こんなに
自分が必要とされていると感じることはないでしょう。
自己有用感は、生きる力につながります。大人でももちろ
ん、誰かの役に立っているとか、自分が必要とされているとか
を感じる場面があれば、意欲が出てきます。「いつも、ありが
とう」という言葉やメモだけでも元気が出ます。家族の中で、
お互いに相手の存在の大切さを認める声掛けを増やしていきた
いものです。
学校でも、様々な場面で自己有用感が育つための活動があります。例えば、学級での係活動や
当番活動。例えば掃除。誰かが怪我をした時に、一緒に保健室へ行ってくれる友達。授業で、間
違えた答えを発表して、みんなの考え方を広げてくれる人。困っている時、「どうしたの？」と
声を掛けてくれる人。体育で走っている時に「頑張れ！」と応援をしてくれる人。学校は、まさ
に『自己有用感』を育む大切な場所なのです。
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「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、
「AET」は外国語、外国語活動の講師が勤務する日です。

７の生活目標

吹上小学校の相談体制について

「あとしまつを
きちんとしよう」

配置されています。例年ですと１学期中に、５学年全児童を対象に全員面接を行

６月に再開した学校生活も、４

い、一人一人の様子について知ると共に、スクールカウンセラーにいつでも相談

週間で１学期が終わります。新し

東京都の公立学校には、週に１日程度ですが「スクールカウンセラー（SC）
」が

してよいことを伝えています。今年度は２学期に順次実施してまいります。

く使い始めたものは、今どうなっ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響により、心身への影響を及ぼ

ているでしょうか。最後まで使い

していると感じるお子さんがいます。全学年の児童を対象に必要と思われるお子

続けているでしょうか。

さんに面談を実施していきたいと考えております。保護者の方とも連携をとりな

１学期、一生懸命学習した学用

がら進めてまいりますので、遠慮なくご相談ください。

品等は一度家庭に持ち帰ります。

スクールカウンセラーは、児童の相談はもちろん、保護者の相談にも対応して

夏休み中に薄くなった名前を濃く

います。お子さんのこと、子育てのことで相談がありましたら、ぜひご活用くだ

書き直したり、使い切った物を補

さい。

充したりして、２学期がスムーズ

校内では担任やスクールカウンセラーだけでなく、生活指導主任や特別支援教

にスタートをできるよう、お子さ

育コーディネーター等の役割を担っている教員も相談を受けております。相談を

んと一緒に準備をお願いします。

ご希望される場合は、担任や養護教諭、副校長等にご連絡ください。

トイレの改修工事 始まります！

土曜授業について

今年度、校舎内のトイレの全面改修が行われます。今月

お知らせを配布いたしましたが、長期にわたる臨時休校

中旬から東側トイレの工事が始まる予定です。西側トイレ

による授業日数を補う対応として、毎月、第２土曜日に授

は１０月中旬ごろからの予定です。その間、トイレの使用

業を行います。７月と９月は午前授業、１０月から２月ま

ができなくなるため、体育館や校庭のトイレも使用してい

では給食ありの５時間授業です。振替休業日はありません。

きます。また、感染症予防対策も行っていきます。
土曜日 特別時程

工事を行っている期間中、工事関係の車両や人が入りま
す。駐車場、廊下等も区分けをすることになります。
子供たちや保護者の皆様にもご迷惑をおかけいたしま
すが、ご協力よろしくお願いします。

8:15
8:25

児童登校

①

７月１１日

朝の会

②

９月１２日

１校時

③ １０月１０日

8:35
9:15

保護者会や授業参観について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止として、
１学
なり、ご不便をおかけしております。ご理解とご協力いた

２校時
10:00
中休み
（予鈴10:15）

10:20

だき本当にありがとうございます。
各学年、学校での様子や学習等について、お便りにてお
知らせいたします。ご不明な点は、質問等していただけれ
ばと思います。

⑤ １２月１２日
⑥

１月 ９日

⑦

２月１３日

３校時

下校時刻は、学

11:00

年だより等をご確

11:05
４校時
11:45

認ください。

給 食

２学期はじめに、保護者会を予定しております。今後の
感染の拡大状況によっては、中止となることもありますこ

④ １１月１４日

9:20

期は中止といたしました。連絡がお便りのみのお知らせと

《実施日》

12:25
昼休み

と、ご承知おきください。実施の際は、時間を短くするこ

図書ボランティア
協力のお願い
12:40

とと密にならないように工夫いたします。来校される際

ＰＴＡ活動の１つとして、
「図書ボランティア」がありま
５校時
す。
例年、毎月第３火曜日の午前中、学校の図書室で読み聞
13:20
下校指導
かせ、
本の修理などをしていただいて
13:35 本棚の整理やそうじ、
完全下校
います。毎回の活動でボランティアの皆さんには、
子供たち
13:40
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。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、学校
での図書室の活用方法も変更しています。
そこでしばらくの間、図書ボランティアの皆様には、毎週
火曜日に図書室で学校司書の方と一緒に活動をお願いした
いと考えております。また、１～２名での活動を予定してい
ます。
活動の際は、マスクの着用をお願いします。ボランティア
の方が使用するマスク、手袋や手指消毒用のアルコールに
ついて学校での用意があります。安心して参
加していただければと思います。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

は、スリッパ等の履き物と名札をお持ちください。また、
マスクの着用、玄関でのアルコール消毒または手洗いの実
施をお願いします。
保護者会の開催に合わせて、今年度は夕やけランドの開
催を予定しております。
こちらも密にならないように実施
する予定です。
《保護者会の日程》
８月３１日（月）
：第３・５学年第
９月 ２日（水）
：第１・２学年・あおぞら学級
９月 ４日（金）
：第４・６学年
※開始時刻や会場は、お知らせをご確認願います。
《授業参観・保護者会の日程》
１１月３０日（月）
：第１・２学年
１２月 １日（火）
：第３・４学年
１２月 ３日（木）
：第５・６学年・あおぞら学級
※全学級５校時に道徳授業を行います。

手指消毒用アルコールの活用について
新型コロナウイルス感染症の予防対策の１つに、
「アルコールによる消毒」が有効と言われています。
子供の中にはアルコールによるアレルギーやかぶれなどを起こすことがあります。また、文部科学省の
学校における新しい生活様式を踏まえたガイドラインでは、
「流水での手洗いができない際に用いられる
もの」とありますので、吹上小学校で児童は流水での手洗いを徹底して行うこととしています。
保護者や来校者の方、来校の際は、北側玄関にアルコール消毒薬を設置しておりますので、そちらを使用してください。

学区内に新たに防犯カメラ５台が
設置されました
都の事業として、各小学校の通学路に５台の防犯カメラ
を設置することになりました。昨年度、設置希望場所を市
に提出した結果、以下の箇所に新たに設置されました。
○霞丘陵南公園付近
○みどり第二保育園前の通り
○霞川神戸橋付近
○吹上中学校下の交差点
○胡蝶蘭ハウス前の通り
学区内には、全部で１０台の防犯カメラが設置されてい

休み時間の過ごし方
学校では、密にならないよう、休み時間の過ごし方につい
て、下記のように指導しています。
〇校庭の遊具は使用可。
（消毒を行っています。
）
〇クラスボールは使用可。ボール等の道具は貸し出さない。
〇子供たちどうしで接触をしないように遊ぶ。鬼ごっこはし
ない。
〇外から戻った時には、石けんでの手洗い、うがいをする。
〇マスクを着用しない。外遊びに行くときに、マスクを袋等
に入れて、道具箱にしまう。
（袋は、家庭で用意する）
〇教員が交代で校庭に出て、児童の様子を見守る。児童が密
になっていたら、声掛けをする。

ます。設置にご理解とご協力いただいております地域の皆
様に感謝申し上げます。

「夕やけランド」の開始について
放課後子ども教室「夕やけランド」は、子供たちがスタッ

避難訓練

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

学校が再開してから、
「三密」となる行事等は中止してい

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

ます。東京都の新しい生活様式をふまえたガイドラインで

していくために、たくさんの友だちと遊び、学ぶ機会と、体

は、感染防止の対策を行っての教育活動を少しずつ実施し

験し交流する安全な「遊び場・居場所」を、ほか後の学校に

てもよいと変わりました。

開設しています。

６・７月の避難訓練では、各学級で避難経路を確認する
という指導を行いました。２学期以降は、地震・火災・不
審者対応等を含め、校庭への避難を実際に行っていく予定
です。

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

先日「３．１１」の余震として千葉県で震度５弱を観測
する地震が発生しました。災害はいつやってくるかわかり

ください。
今年度の開始時期は９月を予定しています。詳細は、今後

ません。訓練の大切さを感じ、日頃から真剣に取り組むこ

資料等が配布されますのでご確認ください。

との大切さを学び、小学校を卒業するまでに「自分の身は

ご不明な点等は、青梅市教育委員会教育部

自分で守る」ことができるように継続した指導を行ってま

社会教育課へお問合せください。

いります。

☆申し込み☆
「夕やけランド申込書」等は後日、市から学校をとおして

第６学年の保護者の方へ 就学相談のお知らせ
青梅市では、特別な支援を必要とする児童の就学相談を
行っています。中学校で特別な支援（特別支援教室の利用
および特別支援学級や特別支援学校への入学）を希望する
場合、就学相談室での相談をお願いします。就学相談室で
は、お子さん一人一人に合った就学先を保護者の方と一緒
に考えていきます。
詳しくは、
「特別な支援を必要としている子ども達の就
学について」をご覧ください。

配布される予定です。学校へ提出するもしくは夕やけランド
開催日に会場スタッフへ提出してください。
昨年度登録しているお子さんは、今年度は申込書を出さな
くても継続となるそうです。

ステップ・アップ・クラスの実施
青梅市の学力向上対策事業の１つとして行われています。
本校では、今年度も、第３・４・５年生を対象に、算数の基
礎学力の定着を目的として実施いたします。学習内容の定着
状況により、子供たちに声をかけるようにしていきます。

申込先：青梅市就学相談室
０４２８－２５－１０１４
申し込み締め切り：７月３１日（金）

２学期からの開始を予定しております。学習課題等は学校
で準備いたします。お子さんと保護者の方に個別にお知らせ
いたします。ご理解のうえご協力をお願いします。

