学校
通信

吹上小だより

第４７６号

発行 令和３年３月１日
青梅市立吹上小学校
【ホームページアドレス】https://www.city.ome.tokyo.jp/school/fukiage-e/

１年を振り返って
校 長 富 田 清
いよいよ１年間の集大成である３月となりました。今年度の４・５月は、新型コロナウィルス感染拡大防
止により、全国の公立学校に休校要請が出る非常事態となったスタートでした。
学校再開後も、教育活動の様々な面で延期や中止をすることが多くありました。そのような中で子供たち
は、教室で生活する時間が増え、実際よりも長い時間に感じた子供も多かったことでしょう。しかし、その
ような厳しい状況の中でもみんな、笑顔を忘れず、自分の目標に向けて懸命に努力を続けてきました。未曽
有の事態に、私たちはいつもの何倍ものエネルギーを使いましたが、そんな苦労をも忘れさせてくれる子供
たちの輝く姿でした。
３月の登校日数は18日となります。今月24日（水）には、45名の６年生が、
第36回卒業生としてそれぞれの中学校へ巣立っていきます。
この１年間、６年生はコロナ禍でも吹上小の最上級生として、下級生にやさ
しく接し、様々な場面で、強さや賢さを発揮し、よいお手本を示してくれまし
た。そのことは、６年生を送る会の代わりに行われた各学年からの「６年生へ
のメッセージ」に表れています。また、６年生だけでなく、全校児童の素晴ら
しい成長ぶりと本校の教育活動の確かな成果を感じ、思わず胸が熱くなります。
今年度は、７月から１月までトイレの改修工事があり、不自由な中で学習してきました。でも、工事のお
かげでトイレの中も明るくきれいになり、気持ちよく学校生活・教育活動ができるようになりました。青梅
市をはじめ、関係者の方々には、大変お世話になりました。改めて心よりお礼申し上げます。
先日、ある学級の子供たちに、私は次のような話をしました。
「世界中で一番美しく、世界中で一番幸せで、世界中で一番人に好かれ
る人になるには、どうすればよいでしょうか。それは、『ありがとう』を
たくさん言うことなんだよ。『ありがとう』という言葉は、美しい心の人
でないと言えない世界一美しい言葉です。
誰でも『ありがとう』という言葉を掛けられたら幸せな気持ちになる
し、言った人もまたよい気持ちになります。
さあ、『ありがとう』をたくさん言って、世界一美しく、世界一幸せで、世界一人に好かれる人になりま
しょう。そして、みんなで『ありがとう』がたくさん言える吹上小学校にしていきましょう。」
人間は、誰も一人では生きていくことはできません。みんなが助け合って生
きています。だからこそ感謝の気持ちをもって、「ありがとう」が言える子供
であってほしいと願っています。
「教育も根本は模倣だ」と言われます。子供たちが「ありがとう」を自然に
言えるようになるには、私たち大人がよいお手本となることが何より大切では
ないでしょうか。
「やって見せ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動か
じ」と言った先人の言葉が胸に沁みます。
今年度も、本校では「高く やさしく たくましく 自ら伸びよ 吹上の子ども」の教育目標を合言葉
に、様々な教育活動を進めてまいりました。多くの方々のご支援により、無事に全教育課程を終えることが
できました。皆様方のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
この１年間の子供たちの成長に、大きな拍手を送りたいと思います。
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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。来年度の出勤日は決まっていません。

４月の予定に書かれている学年は、すべて新しい学年です。また、現時点での予定となり
ます。感染症の状況によって、変更となる場合があることをご承知おきください。
３月の生活目標

１年間のまとめをしています

「学校をきれいにしよう」

３学期はどの学年も、今年度１年間のまとめを行う時期です。１
学期や２学期の内容も含めて、復習を中心に行っています。
小学校の学習内容は、中学校や高校でも、基礎として身に付いて
いることが前提として授業が行われます。
学んだことが一度で身に付くお子さん、数回繰り返すことで身に
付くお子さん、何度も何度も繰り返し学ぶことで身に付くお子さ
ん、いろいろです。また、一人のお子さんでも教科によって、身に
付き方は様々です。
単元のテストや通知表から、お子さんが苦手としていることが見
えてくると思います。家庭での学習時間に、今の学年のドリルをも
う一度行うなど、お子さんと取り組んでみてはいかがでしょうか。

〇１年間使ってきた教室をすみずみまできれい
にします。
〇教室においてあったものなどをすべて持ち帰
ります。
〇新しい気持ちで４月がスタートできるように、
教室を中心にきれいにします。
感染症の予防対策として、日常的に清掃活動は行
ってきませんでしたが、１年間使用した教室や机、
いすをきれいにして、次の学年に引き継ぎます。

≪修了式≫

≪卒業式≫

３月２５日（金）
参加児童 １～５学年
※６学年児童は卒業しているので、参加
しません
登校時間 ８：１５～８：２５
下校時刻 １２：１０頃
全学年、
「あゆみ」を入れているフォルダ
は来年度も使用します。ご家庭での保管と
新年度になりましたら、学校へ持って行く
よう、お子さんにお渡し願います。

３月２４日（木） 開式９時５０分
参加児童 ６学年
※１～５学年児童はお休みになります。
・縮小した内容で式を行います。
・卒業証書は、校長から一人一人に授与します。
・校歌や国歌などの歌は歌いません。
・マスクの着用、検温、手指消毒をお願いします。
・換気を行います。防寒対策をお願いします。
・乳幼児を含む、ご兄妹の入場はご遠慮ください。
○詳しくは、今後配布する「卒業式のご案内」をご確
認ください。

≪始業式≫

≪入学式≫

４月６日（火）
参加児童 新２～６学年
晴れ：校庭
雨：体育館
登校時間
新３・５学年 ８：１０
新２・４・６学年 ８：１５～８：２５
下校時刻 ９：１０頃
※３・５学年は、新しい学級の名簿を配布
しますので、いつもより早い登校とな
ります。
※６学年の入学式への参列や２学年の学
校紹介は、感染症予防対策として例年
と形を変えて行います。

４月６日（火） 開式１０時
参加児童 新入学児童
※６学年の入学式への参列や２学年の学校紹介は、
例年と形を変えて行います。
・縮小した内容で式を行います。
・校歌や国歌の歌は歌いません。
・児童のみなさんもマスクの着用をお願いします。
・マスクの着用、検温、手指消毒をお願いします。
・換気を行います。防寒対策をお願いします。
・乳幼児を含む、在校生の兄弟の入場はご遠慮ください。
・就学通知書を、お持ちください。
・教科書や書類等、持ち帰っていただく荷物が多いので、
大きめのバッグをお持ちください。

幼稚園・保育園とのつながり
安心ネット一斉行動
総務省を中心に全国で標記のような取組が行
われています。例年、学年末から新学期に行われ
ていましたが、ネット関連のトラブルの増加、事
件への発展への危険性の増加、
自撮画像に関する
条例の見直しなどから、
すでに取組が始まってい
ます。
最近では、
本人がスマートフォン等を持ってい
なくても、
ゲーム機や保護者の端末からネットに
つながっていることが当たり前になりました。
トラブルに巻き込まれる前に、
ご家庭でも子供
のネット環境の見直しをお願いします。
まずは、ここから
〇フィルタリングを活用しよう
〇家庭でルールを作る話し合いをしよう
〇親子で安全な使い方を考えよう
☆子供たちが被害にあっている現状から、
守りま
しょう。

学校では、幼稚園や保育園とのつながりをもち、学校に安
心して入学できるようにつなげています。
今年度は、交流は十分とは言えませんが、幼稚園や保育園
の先生方と情報交換等を行っています。卒園した児童の様子
を交流することもあります。
３学年児童と１つの園の年長さんが、学校の様子を見学
し、交流を予定しています。

転出入情報はお早めに
転出入や学区内でも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。また、近所に小学生が引っ越してく
るという情報がありましたら、学校へお知らせいただけると助
かります。
学級数にかかわる場合があります。ご協力ください。

不要になった上履きを学校へ
上履きを忘れた児童用の、貸し出し用上履きを集めていま
す。まだ使用できるもので不要になったものがありましたら、
洗って、新学期に持たせてください。

ありがとうございました。
安全パトロール隊の皆様、地区委員さんを中心とするＰＴＡの皆様には常日頃から、
子供たちの安全を見守っていただきました。大きな事故なく終えることができそうです。
図書ボランティアの皆様には、感染症対策を十分にしていただきながら、書架の整理を中心に図書室の清掃、本の
修理をしていただき、子供たちが本に親しめるように整えていただきました。今年度は読み聞かせができなかったこ
とが、学校として心残りです。読み聞かせを、楽しみにしている子供たちが多く、本に親しむきっかけとなっていま
す。今後、活動が可能となったときには、ボランティアのみなさんに読み聞かせをお願いしたいです。
ステップアップの先生方には、放課後の補習学習により、子供たちが学習に前向きに取り組めるようにお手伝いい
ただきました。
教育活動支援員さんには、低学年を中心に学習の支援や子供たちの見守りをしていただきました。
例年、教育活動ボランティアや嘉志和会、ゲストティーチャーの皆様には、子供たちの教育活動にご協力いただい
ていましたが、残念ながら今年度はその活動もできなかったことがたくさんありました。
来年度に向けて、感染症対策をしたうえでできることは何か、検討をしていることもあります。学校から提案をさ
せていただくこともあると思います。ご協力いただけるときは、児童の学びを支えていただきますようお願い申し上
げます。また、引き続き今年度同様に、本校の教育活動に、お力添えいただきますよう、お願い申し上げます。
ＰＴＡ活動について、ご理解いただきありがとうございました。
今年度は、感染症対策として、安全パトロールと旗振り当番以外の活動は、中止となりました。
学年活動を楽しみにされていた方もいらっしゃったと思いますが、
感染症対策として安全を優先してのことでした。
来年度については、今後、ＰＴＡよりお知らせがあると思うので、そちらをご確認いただければと思います。
「子供たちのために」とお時間をやりくりしてお手伝いいただいていること、本当に感謝いたします。
多くの方々のご協力により、吹上小学校の教育活動が充実したものとなっていますこと、大変ありがたく思います。
１年間 ありがとうございました。
来年度もまた、子供たちの笑顔があふれる学校作りに、ご協力いただけるとうれしいです。

作品展 ホームペ－ジでの公開

今年度の教育活動報告について

体育館にて実施できなかった作品を、ホームペ－ジ
で公開をしております。お知らせが、遅くなり申し訳あ
りません。
写真にて公開する際、全児童、名前は掲載しておりま
せんので、お子さんと一緒に鑑賞いただければと思い
ます。
作品掲載のページは３月１９日（金）までの公開とな
ります。この日以降は、ページを削除しますのでご承知
おきください
ホームページアドレス
https://www.city.ome.tokyo.jp/school/fukiage-e/

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、学
校教育活動は模索の繰り返しとなりました。その度に保護
者の皆様には、ご心配、ご迷惑をおかけしました。また、
ご理解とご協力をいただいたことに感謝申し上げます。
今学期の保護者会・教育活動報告会を中止とさせていた
だきました。
今年度の学年の取組や児童の様子については、学年から
お知らせをいたします。また、今年度の学校の取組や、来
年度の取組については、学校からお知らせいたします。
紙面でのお知らせとなることから、ご不明な点について
は、学校へご連絡ください。

令和３年度 保護者会・教育活動説明会等の日程について
新年度の予定は、今後、お知らせいたしますが、年度当初に来校をお願いする保護者会等の開催日をお知らせいた
します。現時点での予定です。感染症の状況によって、変更となることがあることをご承知おきください。
４月 ８日（木） １４時～ ３・５学年
４月 ９日（金） １４時～ １・２学年・あおぞら学級
４月１２日（月） １４時～ ４・６学年
５月 １日（土） 授業公開(１～３校時)・ＰＴＡ総会(４校時)
５月２４日（月）～６月 ２日（水） 個人面談（事前に日程調整をいたします）

