室戸市立室戸小学校
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[M:MurotoCity L:Love(大好き) B:Band（集団
・仲間・絆） 218:全校児童数] とともに

夏休みまで
あと少し Ｆｉｇｈｔ！

2017年 ６月３０日（金）発行

1学期もあと少し

誘拐被害防止教室（１･2年生）をしました

－ 聞ける子になろう！－

６月２１日（水）、１･２年生対象に誘拐被害防止教室を行いま
長雨の季節となりましたが、子どもたちは１学期のまとめの学 した。室戸署のスクールサポーターと少年補導係の方、２名を講師
習や水泳など、蒸し暑さに負けず頑張っています。来月１９日 として、不審者への対応の仕方について学びました。
（水）には、担任との個人懇談があります。これまでの家庭や学
では、いきなり質問です。不審者に一番声をかけられているのは
校での、お子さんの成長やがんばりなどについて語り合ってくだ 誰で、いつ、どこで、声をかけられているでしょうか。答えは、小
さい。ご多用とは思いますが、よろしくお願いします。
学生で、下校時に、道ばたで声をかけられているケースが多いそう
さて、先日（６月１９日）、４校連絡会（室戸中・室戸岬小・ です。その理由について、２年生が「小学生は、大人の力にかなわ
元小・室戸小）が室戸中学校でありました。室戸中は、玄関から ないから」「下校時は、１人が多く、暗くてさらいやすいから」「道
廊下、教室と美しく整えられ、どの学年も落ち着いて授業に集中 ばただと、すぐ車に連れ込めるから」など、積極的に自分の考えを
しており、本校卒業生の頑張っている姿が見られました。
発表していました。
その後、「話を聞ける児童・生徒を育てるために」という視点
その後、補導係の方を不審者役とし、声をかけられるケースを想
で協議をしました。聞ける子になるために、本校では、低･中･高 定したロールプレイを、各クラスの代表が行いました。どの子も不
学年で、手引きをつくって毎時間の授業の中で取り組んでいます。 審者との距離を置くことはできていましたが、名前や家の場所を尋
ねられたら答えたり、大声を上げることを忘れたりなどする場面も
【聞く人（「学び合う」ための手引きから）】
ありました。「道に迷ったき、道案内をしてくれん？」「一緒にネ
＜低学年（１･２年生）＞
＜中学年（３･４年生）＞
コを探してくれん？」「家族が病院に運ばれたき、車で積んでいっ
○からだをむける
○体を向ける
てあげる」など、巧みな言葉で不審者は誘いをかけてきます。『知
○はなす人を見る
○話す人を見る
らない人には、ついて行かない』『名前や住所を教えない』など、
○あいづちをうつ
○あいづちをうつ
家庭でも指導をお願いします。
○じぶんと同じところや
ちがうところを見つける

○自分の考えと比べながら聞く
○分からなかったことを質問する

○しりたいことをしつもんする

「もう一度教えてください」

「どうして」「どうやって」

「具体的に教えてください」

「何が」

いか：知らない人についていかない
の：知らない人の車にのらない
お：おお声で助けてとさけぶ
す：こわいときはすぐにげる
し：何かあったら大人にしらせる

【知らない人に声がけされたら】

＜高学年（５･６年生）＞

いじめについて考える ～児童総会にて～
６月２６日（月）の１時間目、
○分からない部分について、ポイントをしぼって質問する
いじめについて考える児童総会を
行いました。始めに、どんなこと
聞ける子になるために、各担任等が上記のことに留意しながら がいじめなのか子どもたちに挙げ
日々取り組んでいます。是非ご家庭でも、お子さんの話に耳を傾 てもらい、なぜいけないのか考え
けてあげてください。聞いた上で質問・確認・感想が話せる子ど ました。いじめとは、「当該児童生
もに育てていきましょう。
徒が、一定の人間関係のある者から、 【各学年から発言がありました】
心理的、物理的な攻撃を受けたことに
避難訓練（火災）を実施しました
より、精神的な苦痛を感じているもの」をさし、悪口や無視、仲間
６月１３日（火）に、火災
外れ、叩く蹴るなどの暴力行為が含まれます。
を想定した避難訓練を実施し
子どもたちからいじめる側の理由として、
「ストレス発散」や「八
ました。全校児童が、教師の
つ当たり」、「相手のことを深く考えていない」など、たくさんの
指示を守り、安全に迅速かつ
理由が出されました。まとめとして、いじめをなくすために、「し
整然と避難することができて
ない させない 見のがさない」ことを、全校児童で共通確認しま
いました。室戸消防署の方や
した。
学校長の話も真剣に聞く姿が
【外に出たら駆け足で】
本校では、いじめや不登校、問題行動等の未然防止のため、子ど
見られました。
も一人一人に学ぶ楽しさや成就感を味わわせることができ、お互い
また、消防の方から、火事の時は煙
に認め合い、学び合うことができる授業・学級づくりを目指してい
が一番恐ろしいという話がありまし
ます。とはいえ、「室戸小にいじめはありますか」と学校長が質問
た。煙に含まれている一酸化炭素を吸
したところ、ほとんどの子どもが「ある」と手を挙げていました。
わないように、体を低くして、ハンカ
嫌なことや困ったこと、不安なことがあれば、友達や先生、スクー
チ等で鼻を覆い、煙を避けて逃げられ
ルカウンセラー、そして家族に相談することも大切です。家庭の方
るような体験も、今後検討していきた
でも、お子さんの様子で気になることがありましたら、いつでも学
いと思います。
【火元をねらって】
校の方に一声かけてくださいますようお願いします。
○体を向ける

○話す人を見る

○あいづちをうつ

○複数の意見を比べ、理由を合わせて共通点や相違点を考えながら聞く

…………………………………………………………………………………

◎ お気 づきの こと があ りまし たら 、お知 らせ くだ さい。

キリトリセン …………………………………………………………………………………

保護 者名 （
-1-

）児 童名 （

）

道徳参観日・ビーチバレーボール大会への
参観等ありがとうございました

７月の主な行事予定
日 曜
1 土

集会

学 校 行 事 等

2 日
3 月
発表

4 火 （5年）
5 水
6 木

【レシート集計 3年 19:00】

7 金

委員会活動④

8 土
9 日

高知県ＰＴＡ研究大会

10 月

いのちの出前講座（4年）

11 火

音楽

【ＰＴＡ役員会③】

廃品回収9:00～ （前日持込は、ピロティまで）
代表委員会 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・携帯電話教室（4～6年）

12 水

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・携帯電話教室（3年）

13 木

校内水泳大会（予備日 14日）

14 金
15 土

児童

ドコモ（学校東）ビル 工事のお知らせ
７月３日（月）より、学校東のドコモビル工事のため、ビル
東の駐車場や、ビル前に車を駐停車しづらくなるそうです。お
子さんの送り迎え等で、ドコモ駐車場を利用されている方がい
るようですが、ご注意ください。
また、徒歩や自転車で、ドコモ前を登下校しているお子さん
も、工事現場付近を通る際には気をつけるよう、学校でも指導
しますが、家庭の方でもご注意ください。

クラブ活動③

16 日
17 月

海の日

18 火
19 水

スクールカウンセラー来校⑤
教育懇談日

20 木

終業式
夏休み 【8月31日（木）まで】
水泳強化練習(4～6年） 水泳教室(1～3年)

21 金

給食終了

22 土
23 日
24 月
25 火

水泳強化練習(4～6年）

26 水

ひらがな教室（来年度入学予定者対象）
水泳強化練習(4～6年） 水泳教室(1～3年)
室戸市児童会生徒会交流会（午後）
水泳強化練習(4～6年） 水泳教室(1～3年)
室戸市児童会生徒会交流会（午前）

27 木
28 金
29 土
30 日
31 月

水泳強化練習(4～6年）

７月の行事予定について
◇校内水泳大会 １３日（木）１０：００～ 高学年（４～６年生）
１３：１０～

６月９日（金）の道徳参観日には、のべ１５０名ほどの来校
者がありました。全学級で道徳の授業を公開しましたが、いか
がでしたでしょうか。来年度より、道徳の教科化が全面実施さ
れます。本校教員も、教科化に向けた研修を進めてまいります
が、家庭の方でも「家庭で取り組む 高知の道徳」を家族で読ん
で、日頃の生活を振り返るなど、道
徳性を育んでいただけると幸いです。
右のような冊子は、既に各家庭に配
付していますが紛失されている場合
は、再配付しますので、各担任に申
し出てください。
参観授業後のＰＴＡ会長杯ビーチバレーボール大会は、今年
も１年生チームが、優勝しました。怪我もなく、楽しむことが
できました。

低学年（１～３年生）

学校に来校された際には…
忘れ物を届けに来られた場合など、急いでおられるとは思い
ますが、職員室に一声おかけください。教職員が、お子さんに
届けます。
また、特別棟北の駐車場・市道に、車を駐停車する際のエン
ジン停止へのご協力ありがとうございます。これからますます
暑くなり、車中で待つのは大変かと思いますが、車外の日陰で
待つなど、今後ともご協力よろしくお願いします。

夏休みのプール開放について
今年の夏も、昨年と同じ方がプール監視員を引き受けてくだ
さり、プール開放ができる運びとなりました。ありがとうござ
います。開放日につきましては、監視員さんとも調整の上、後
日お知らせします。
＜夏季休業中のプール開放予定＞
午前１０：００～１２：００ 高学年（４～６年）
午後 ２：００～ ４：００ 低学年（１～３年）

※ 雨天の場合 １４日（金）の予定

◇教育懇談

１９日（水）

８：４０～９：２５ １時間目授業
９：３０頃～

教育懇談【下校】

◇１学期終業式 ２０日（木） ８：１５～８：２５ 学級朝礼
８：３０～９：００

学級大掃除

９：１０～９：３０

終業式

９：３５～

学級指導

１１：３０
（１１：４０

８月の行事予定について
◇水上交歓会（４～６年生出場） ２日（水）９：３０～ 本校プール
予備日は８日（火）

◇修学旅行説明会（6年保護者） ２日（水）１６：００～
◇登校日（平和集会など）
４日（金）平常登校 下校１１：００
※水上交歓会が延期の場合は、水泳強化練習参加者の下校が12時頃に

下校
スクールバス）

◇水泳強化練習 ２１日（金）より ９：００～１１：００
（水上交歓会に向けて）
４～６年生が参加
◇水泳教室
２１日（金）より １３：３０～１４：３０
１～３年生の希望者が参加

…………………………………………………………………………………

◎ お気 づきの こと があ りまし たら 、お知 らせ くだ さい。

なる予定です

◇わくわく親子クッキング

５日（土）９：００～１７：００
やすらぎ２階調理室

◇ＰＴＡ愛校作業
◇ＰＴＡ主催エピペン研修会

２０日（日）７：００～８：３０
２４日（木）１６：００～
やすらぎ１階きらきら広場

キリトリセン …………………………………………………………………………………
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）

