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豊かな交友関係をつくるには
校長 富 田
清
２学期も残り1ヶ月となりました。児童への指導においては、インフルエンザやノロウイルス等による胃
腸炎をはじめとした様々な感染症が流行しやすい季節となりました。今年はそのことに加え、新型コロナウ
イルス感染症対策にも努めなくてはなりません。本校でも「青梅市新型コロナウイルス感染症対策と学校運
営に関するガイドライン」に沿って、日々の教育活動を進めております。
さて、１０月末に文部科学省から令和元年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関
する調査結果」が発表されました。
発表では全国の小・中・高等学校（特別支援学校を含む）における「いじめ」の認知件数は６１万２４９
６件で前年度よりも６万８５６３件増え、大幅な増加傾向となりました。いじめの内容については「冷やか
し、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」（61.9％）が最も多く、他には「軽くぶつかられたり、遊ぶふ
りをして叩かれたり、蹴られたりする」（21.4％）「仲間はずれ、集団による無視をされる」（13.7％）な
どが多かったことがわかりました。
私が担任をしていたころ、いじめによる自殺が大きな社会問題となったことがありました。そして、当時
のある新聞では「いじめられている君へ、いじめている君へ いじめを見ている君へ」という著名人のメッ
セージの特集がされていたことを覚えています。その中で紹介された児童文学作家、松谷みよ子さんの「苦
しみに気づいてあげて」という詩は今でも忘れられません。松谷みよ子さんの詩は、読めば読むほど人の気
持ちを察することの難しさを考えさせられます。成長過程の子供たちは未熟さから、友達を仲間はずれにし
たり、悪口を言ったり、無視をしたり・・・何がいじめか、意地悪なのかを十分に認識できないこともある
のかもしれません。教育は子供を救い、教育は子供の未来を創ります。
国語や算数などに教科書があるように、子供同士の関わり合いは、人の気持ちを理解することや人といか
に関わるかを教えてくれる教科書といえます。学校ではこれまでも、そしてこれからもいじめは絶対にいけ
ないこと、いじめはどの学級でも起こり得るものであることを肝に銘じて、いじめの未然防止、早期解決等
に取り組むとともに子供たちが互いを尊重し、自分たちの力で豊かな交友関係をつくる術を学ばせていきた
いと思います。そのため、私たち教職員は子供たちが今後も続く子供社会の中で、相手の気持ちを感じるこ
とや考える力を身に付けることができるように全力で指導に取り組んでまいります。
苦しみに気づいてあげて
作家 松谷みよ子
イソップ物語に、子どもにいじめられる
池のカエルのお話があります。
２０年ほど前、
いじめで死を選んだ子の
ことを聞いたときに
この話を思い出し、
たまらなくなって
詩を書きました。

どうか石を投げるのをやめてくれ
君たちには遊びでも
わたしたちには
いのちの問題なのだから
わたしはいつも
心のなかでさけぶのです
どうかやめて おねがいだから
わたしには
いのちの問題なのだから
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火

30 全校朝会
なわとび週間始
第１・学年保護者
会
夕やけランド

６

13

20

７ 全校朝会
避難訓練(予告なし)
ステップアップク
ラス３・４学年
14 全校朝会
大そうじ週間(始)
５時間授業(２～６学年)

水

木

１ 全校読書
２ 安全指導
第５学年モアレ検査
第３・４学年保護
者会 14：45～
ＳＣ
ＡＥＴ
夕やけランド
夕やけランド
図書ボランティア
８ 短縮時程
９ 保健集会
ＳＣ
図書ボランティア 夕やけランド
15 全校読書
16 全校読書
第６学年薬物乱用防止教室
５時間授業

ステップアップク ＳＣ
ＩＣＴ
ラス４・５学年
図書ボランティア 夕やけランド
21 全校朝会
22 全校読書
23 朝学習
ステップアップス ＳＣ
クール３・５学年 図書ボランティア 夕やけランド

27

28

29

30

金

土

３ 朝学習
４ 全校算数
５
第５・６学年・あ なわとび週間(終)
おぞら学級保護者
会 14：45～
ＡＥＴ
夕やけランド
図書ボランティア
10 朝学習
クラブ活動
第２学年歯科学習
ＩＣＴ
17 朝学習
委員会活動

学校運営協議会
24 短縮時程
給食終了
４時間授業
31

11 全校算数

12 特別時程
土曜授業
５時間授業
図書ボランティア 給食あり
18 全校算数
19
大そうじ週間(終)
第１・２学年交通
安全教室
５時間授業
図書ボランティア
25 短縮時程
26
終業式
冬季休業
大そうじ
日始
４時間授業
１

２

１２月２６日（土）～１月５日（火） 年末・年始による学校閉庁日
３

４

５

６

１２月２６日～１月７日 冬季休業日
10

11
成人の日

７
冬季休業日終

８ 短縮時程
始業式
登校観察始

９ 特別時程
土曜授業
５時間授業
給食あり
16

12 安全指導
13 全校読書
14 朝学習
15 短縮時程
水曜時程
５学年・あおぞら ３学年身体測定
２学年身体測定
４時間授業
学級身体測定
委員会活動
登校観察終
４・６学年身体測定
６学年展覧会準備
のため５時間授業
ＳＣ
夕やけランド
「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。

１２月の生活目標

「外で元気よく遊ぼう」
寒さに負けず、外で元気に遊ぶように声かけをしてい
きます。なわとび週間を終えても、
「仙人級」を目指し、
なわとびを含め、外遊びを勧めていきます。
帰宅後も、家の中でゲームばかりしている、というこ
とのないよう、近くの公園や広場で遊ぶよう、声をかけ
ていただければと思います。
外遊びの後は、必ずうがい・手洗いをしましょう。

年末・年始の学校閉庁日のお知らせ
吹上小学校では、１２月２６日（土）から１月５日（火）
までを年末・年始における学校閉庁日とします。学校閉庁日
には、教職員は不在となりますのでご理解願います。
緊急時は、青梅市教育委員会教育総務課又は指導室（青梅
市役所 ２２－１１１１）または青梅警察署（０４２８－２
２－０１１０）へ御連絡ください。
年末・年始は、市役所も閉庁しています。連絡を取るのに
時間がかかることが予想されます。あらかじめご了承くださ
い。

教育相談所では、こんな相談をうけています
 学校へ行きたがらない
〔相談の対象〕青梅市内に住んでいる幼児・小学生・中学生と、
 落ち着きがない
その保護者
 友達と遊べない
〔相談日〕月曜日～金曜日（祝日、年末・年始）は除く）
 ことばの遅れが気になる
午前９時～午後５時
 暴れたり、反抗したりする
〔申込方法〕相談は予約制です。電話で申し込んでください。
 友達から、いじめられている
電話：０４２８－２３－２２００
 能力のばらつきがある
および０４２８－２５－１０１２
 無気力である
〔相談の進め方〕保護者の方と直接お話をしてから、担当者が決まり  手洗いなど、度をこえて潔癖であるなど
その後、面談がスタートします。
相談内容によっては、毎週１回、月２回というように相談所での面談をします。
相談は１回５０分で、無料です。
〔場所〕〒198-0042 東京都青梅市東青梅１丁目２番地の５ 東青梅センタービル３階
☆相談した内容は、保護者の方の希望により、学校にも伝えないなど配慮しています。

青梅市教育相談所を 紹介します

温度調整可能な服装を

みなさんの周りに こころにつらさを
かかえている人は いないでしょうか

吹上小学校の暖房設備は、校舎西側の教室ではエアコ
ンで、東側の特別教室では、ボイラーで対応します。
どちらも教室の場所によって温度差を感じることが考
えられます。
また、登校時間の寒さと日中の教室では温度に大きな
差ができます。
冬の間は特に、着脱により温度調整ができるような服
装を心がけさせてください。

＊ひどく落ち込んでいる ＊学校(仕事)へ行き渋る
＊眠れない ＊自分を責める ＊イライラする
＊食べられない・食欲がない ＊集中できない
＊実在しない声が聞こえる ＊混乱している
＊何もやる気が起きない ＊好きなことを楽しめない
＊スマホやゲームに依存している
＊人と交流しなくなった
＊体の調子は悪いが、検査で異常が見つからない

例 登校時の防寒対応
手袋・マフラー・ジャンパー・帽子
授業中の調整用
セーターやフリースを必要に応じて、脱いだり着たり
する。
（登校してきたら、手袋・マフラー・帽子は外し、
室内・休み時間には使いません。
）
＊携帯カイロは、子供たちが活動をしている間に熱くな
りすぎて低温やけどを起こす可能性があるため、使わ
ないようにお願いします。
＊脱いだ服を腰に巻くことは危険なので行わないように
指導しています。

新型コロナウイルス感染症の対策を始めてから、間も
なく１年になります。保護者の皆様は、お子さんの安全を
守るために、日々努められています。感謝いたします。
いつまで続くのかわからない状況は、子供に限らず、
我々大人も疲弊してしまいますよね。そんな時は、一人
で、家族で抱え込まず、病院や地域の相談機関に助けを求
めてみましょう。
☆２４時間子供 SOS ダイアル・・・
０１２０－０－７８３１０
２４時間対応
☆こころの電話相談・・・
０４２－３７１－５５６０
平日 9：00～17：00

河辺小学校 ことばときこえの教室 公開相談・施設公開の実施
青梅市では、発音の誤りや吃音がある、言葉での表現や読み・書きが苦手、難聴があるお子さんを対象とした、通級指導学
級があります。週に１～２回ほど通級し、教員と１対１でお子さんに合わせた指導を行います。
河辺小学校では、事前の予約なしで、３０分程度の相談に対応する日があります。相談後に必ず通級する必要もありません。
ご心配な方は、この機会に相談をしてみてはいかがでしょうか。

実 施 日：１２月１２日（土）
実施時間：９時３０分～１２時０５分
受付は１１時４５分まで
連 絡 先：ことばときこえの教室直通電話 ０４２８－２２－２１０３

ありがとうございます 地区委員の皆様
保護者の方々のご協力に感謝です。
年間を通しての地区パトロールや朝の旗振りに、
全ご家庭が参加していただいております。
子供たちの安全を見守っていただき ありが
とうございます。
地区委員の皆様には、準備や当番の確認等、引き続きよろ
しくお願いします。

避難訓練
２学期になってから、
「三密」をとりながら校庭へ集まる訓
練を始めました。最初は全児童の避難が完了するまでに、６分
以上かかりましたが、１１月の訓練では、５分を切る時間で集
まることができました。
時間だけの問題ではありませんが「自分の命は自分で守る」
ことを伝えています。前の人についていく避難ではなく、周囲
の状況を見て判断して行動できる児童を育てたいと思いま
す。
１２月の訓練は、
「予告なし」で行います。サイレンが急に
なった際に、どのような行動をとるのか、自分で考えて行動が
できるように指導していきます。

ご来校のときは、名札の着用を
不審者の校内侵入を防ぐために、
児童登校後は、
東・
西の昇降口を閉めています。また、保護者の皆様には、
ご来校の際に名札の着用をお願いしているところで
す。ＰＴＡから配布されています「名札」を必ず、見
えるように掛けてください。ご協力のほど、よろしく
お願いします。
児童下校後、昇降口は鍵を閉めます。その後、来校
される場合は、校舎北側の職員玄関からお入りの上、
事務室に声をかけるとともに、事務室前の来校者記録
簿にご記入をお願いします。
土曜日、日曜日、祝日の全日、平日の夜７時以降は、
基本的には校内に人がいない状況になります。学校に
来ても、校舎内に入ることはできません。

市のチャイムで帰宅を
暗くなるのが早くなりました。学校では、午後４時
の市のチャイムを合図に、帰宅するように指導してい
ます。
１２月は、大人の動きがあわただしく、事故等の発
生も例年多いといわれています。明るい時間に帰宅す
ることで事故に巻き込まれることを防ぐという意味
でも、ご家庭でもお子さんと確認をしてください。

転出入の情報はお早めに 連絡をお願いします！
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。
特に転出は、来年度の学級数にかかわる場合があります。また、
「近所に小学生のいるご家族が引越しを
して来るようだ」などの情報もありましたら、ご連絡をいただけると助かります。ご協力よろしくお願いします。

冬季における感染症予防対策 確認のお願い
冬季における感染症の予防対策について、１１月２５日付けのお便りでお知らせをしました。
大きく変更したことは、鼻をかんだティッシュを袋に入れて持ち帰ることです。鼻をかんだティッシュや手
にはウイルスが付着しているといわれています。持ってきたビニール袋に入れて家に持って帰りますので、毎
日ビニール袋を持たせてください。感染症から子供たちを守り、安心・安全な学校生活を送ることができるよ
う、ご家庭のご協力をお願いします。
☆欠席や遅刻等の際の確実な連絡のお願い☆
欠席連絡がないと、自宅を出たけれども学校に到着していないのかなど心配します。学校メールでの連絡
をお願いします。また、電話での連絡も緊急時を除いて朝は控えていただきますようお願いします。
連絡先は学校メールアドレスです。 fukiage-e@ome-tky.ed.jp
（送信文例）
☆体調が悪い場合 ＝ 出席停止
○年○組 吹上○子です。のどの痛みがあり、熱が 37 度３分あるため、欠席します。
→ 症状を具体的に記載してください。
☆感染の予防のための場合 ＝ 出席停止
○年○組 青梅太郎です。新型コロナウイルスの感染を予防するため、欠席します。
☆家庭の都合の場合 ＝ 事故欠席
○年○組 東京○太です。家事都合により、欠席します。○太は元気です。
→ お子さんの体調の様子を記載してください。

