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室戸市立室戸小学校 第４号

201８年 ７月 ３日（火）発行

１学期も あと少し － 成長がうかがえます － 火災避難訓練を実施しました
梅雨真っ只中で、蒸し暑い日が続いていますが、子供たちは１学期 ６月15日（金）に、南舎３階西端の部屋からの火災を想定した避難

のまとめの学習や水泳など、暑さに負けず頑張っています。校舎の中 訓練を実施しました。子供たちは、教師の指示を守り、迅速に避難

は、階が上がるにつれて室温も上がり、汗を流しながら学習していま することができていました。室戸消防署の方や学校長の話も真剣に

す。夏休み明けには、各学級にクーラーが設置される予定ですので、 聞く姿が見られました。消火器の使い方も習い、高学年と教員の代

９月の残暑は乗り切れそうです。 表が水消化器を使って消火訓練をしました。

７月19日（木）には、保護者の皆様と各学級担任との教育懇談があ ［延期となっていた地震･津波対応の避難訓練は、７月９日（月）に実施する予定です］

ります。懇談順については、今後各学級で調整することになります。

当日は、各学級担任と、家庭や学校でのお子さんの成長の様子を語り 誘拐被害防止教室を実施しました
合ってください。ご多用とは思いますが、よろしくお願いします。 ６月20日（水）、１･２年生対象に誘拐被害防止教室を体育館で行い

ました。室戸署のスクールサポーターの方々と少年補導センターの

道徳参観日・ビーチバレーボール大会への 方を講師として、不審者への対応の仕方について学びました。

参観等ありがとうございました ＤＶＤを視聴した後、講師の方を不審者役とし、声をかけられるケ

６月８日（金）の道徳参観日には、のべ150名ほどの来校者があり ースを想定したロールプレイを、各クラスの代表が行いました。不

ました。全学級で道徳の授業を公開しましたが、 審者との距離を置くことができず、捕まりそうになった子供もいま

いかがでしたでしょうか。本年度より、道徳の教 したが、防犯ベルを鳴らしたり、大声を上げて逃げたりすることが

科化が全面実施されました。右のような冊子「家 できていました。「一緒にネコを探してくれん？」「家族が病院に運

庭で取り組む 高知の道徳」を夏休みまでに配付 ばれたき、車で積んでいってあげる」など、巧みな言葉で不審者は

します。家族で読みながら道徳性を育んでいただ 誘いをかけてきます。『知らない人には、ついて行かない』『名前や

けると幸いです。 住所を教えない』など、家庭でも指導をお願いします。

授業参観後の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。勝 ＜誘拐されないために＞

ち負けはつきましたが、今年も楽しく交流を深め ・いか：知らない人についていかない

ることができました。 【家族で読んどうせ！】 ・ 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

むろとの日 一斉清掃を実施しました ・ す ：こわいときはすぐにげる

６月13日（水）の１時間目が始まる前に、学校敷地内と周辺を清掃 ・ し ：何かあったら大人にしらせる

しました。１･２年生は特別棟周辺の草引きをしました。３年生は大 【あやしいな～】

谷地区、４年生は国道沿いを耳崎方面に向かって、５年生は古戸商店

街と室津川周辺を、６年生は県道沿いを勤労者体育館までと市役所北 インターネット・携帯電話教室を実施しました
側の道のゴミを拾いました。学校周辺か ６月29日（金）、５･６年生対象に室戸署の方を講師として、インタ

らは、ペットボトルや空き缶、たばこの ーネット・携帯電話教室をランチルームで行いました。本校の５･６

吸い殻、お菓子の袋などが大きなゴミ袋 年生の約53％が自分用の携帯（スマホ等）を所持しており、ほとん

２つ分ぐらい集まりました。小路の側溝 どの子供がインターネットにつながるスマホやゲーム機を使用した

やブロック塀の隙間などに、色々なゴミ 経験があります。ＳＮＳ（LINE,Facebook,Twitterなど）を使ったコ

が捨てられていました。誰かがゴミを捨 ミュニケーションや、オンラインゲーム（荒野行動など）も、半数

てると、捨てたところに集中してゴミが 以上の子供が体験しており、知らない人とのやり取りを経験してい

捨てられている感じがします。子供も、 る子供もいます。インターネット

大人も、ゴミのポイ捨てはやめましょう！ 【美しい室戸市に！】 を使って情報交換する際の問題点

を知り、ルールを守り正しく携帯

四校連絡会・保小連絡会を行いました 等の通信機器を使えるようになっ

６月15日（金）の午後、４校連絡会（室戸中・室戸岬小・元小・室 てほしいものです。

戸小）が室戸中学校でありました。今年も、どの学年も落ち着いて授 【真剣に話を聴く 5年生】

業に集中しており、本校卒業生の頑張っている姿が見られました。参 家庭の方でも、携帯等の使用ルールを決めて、お子さんが安全に正

観授業後は、本年度の取組の確認と中学生の現状報告、講話「話す･ しく使い、トラブルに巻き込まれないように留意をお願いします。

聞く領域の指導事項の共通理解」等がありました。今年も、小中学校 ９月14日（金）午後の人権参観日の講演会は、保護者向けに「イン

が連携して、児童生徒の交流を促進し、情報交換をしながら児童生徒 ターネット・携帯の危険性」について、実際に県内で起きたトラブ

理解を深めていきたいと考えています。 ル例などにも触れながら講演していただきます。お子さんの安全を

また、21日（木）の午後は、保小連絡会（むろと保育園、大谷･菜 守るために、是非参加してくださいますようお願いします。

生･元保育所）を本校で行いました。各保育園･所の先生方が、１年生

の算数の授業を参観した後、図書室で協議を行いました。１年生が集 ＜携帯等の使用ルール例＞

中して学習している様子を見て、安心されたそうです。協議は、１年 ・投稿やダウンロードはしない ・お金のかかることはしない

生の現状報告の後、来年度入学予定者対象の夏休みひらがな教室や体 ・ながらスマホをしない ・夜９時以降は使わない

験入学等について話し合いました。保小も連携して、情報交換や交流 ・充電はリビングでする

をしながら、子供理解を深めていきたいと考えています。 ・パスワードは親と一緒に設定する など

ＭＬＢ210

[M:MurotoCity L:Love(大好き) B:Band（集団

・仲間・絆） 210:全校児童数] とともに
７月１５日（日）の

鯨舟の唄の披露に

向けて、練習中！

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

◎お気付きのことがありましたら、お知らせください。 保護者名（ ）児童名（ ）
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７月の行事等から
◇校内研修「学力向上推進対策事業（授業づくり講座）」…３日（木）

・５時間目：５年１組公開授業「算数（合同な図形）」

・講師として、高知県学力向上総括専門官の齋藤一弥先生をお

招きし、本校教員を含め、約40名が授業を参観し、事後協議

を行います。 【下校 14：40】

◇校内研修「児童支援」…９日（月）

・講師として、濱川博子先生（高知県ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ）

をお招きし、児童支援に係る研修を行います。【下校 15：50】

◇プール参観日…12日（木） 雨天時：13日（金）

・２時間目：４年生

・３時間目：１年生（小プール）、２年生（大プール）

・４時間目：３年生

・５時間目：５年生

・６時間目：６年生

◇土佐室戸鯨舟競漕大会（「鯨舟の唄」披露 ６年生）…15日（日）

・９：１５頃披露予定

・今年も鯨舟の唄保存会の方々にご指導いただいています。

※各学年のプログラムについては、

後日お知らせします。

日 曜 集会 学校行事等

1 日

2 月
朝の読み聞かせ（１～３年）　　昼の読書活動
万引き防止教室（3-1,3-2,4年）

3 火 音楽 下校14:40 【校内研修のため】

4 水

5 木 朝の読み聞かせ（４～６年）　　レシート集計３年

6 金 委員会活動④

7 土

8 日

9 月
スクールカウンセラー来校⑤　　避難訓練（地震･津波）
下校15:50 【校内研修のため】　　ＰＴＡ役員会③

10 火
発表
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代表委員会

11 水

12 木 プール参観日

13 金 児童 クラブ活動③　（プール参観日 予備日）

14 土

15 日 第３１回土佐室戸鯨舟競漕大会（「鯨舟の唄」６年生披露）

16 月 海の日

17 火 音楽 救急法講習（６年）

18 水 給食終了

19 木 教育懇談日  ＰＴＡ廃品回収

20 金 終業式

21 土 わくわく親子クッキング（やすらぎ２階調理室）

22 日

23 月 強化水泳（高学年）9:00～   水泳教室（低学年）13:30～

24 火 強化水泳（高学年）9:00～

25 水 ひらがな教室（来年度新入生対象）

26 木
強化水泳（高学年）9:00～   水泳教室（低学年）13:30～
児童会生徒会交流会（27日まで）運営委員会児童参加

27 金 強化水泳（高学年）9:00～   水泳教室（低学年）13:30～

28 土

29 日

30 月 強化水泳（高学年）9:00～

31 火 水泳交歓会（４～６年参加） 9:30～ 本校プールにて

７月の主な行事予定　　 ◇教育懇談…19日（木）

・８：４０～９：２５ １時間目授業

・９：４０頃～ 教育懇談 【下校 ９：４０】

◇１学期終業式…20日（金）

・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 下校（１１：４０ スクールバス）

◇わくわく親子クッキング…21日（土）

・９：００～ やすらぎ２階調理室にて

◇水泳強化練習（４～６年生が参加）…23日（月）から

・９：００～１１：００

◇水泳教室（１～３年生の対象者が参加）…23日（月）から

・１３：３０～１４：３０

◇児童会生徒会交流会（運営委員会児童が参加）…26日（木）、27日（金）

・室戸少年自然の家に、市内の小中学校児童会・生徒会のメン

バーが集まり、１泊２日の合宿を行います。

◇水泳交歓会（４～６年生が出場）…31日（火）

・９：３０～ ※予備日は、８月１日（水）

◇修学旅行説明会（６年生保護者）…31日（火）

・１６：００～ 本校図書室にて

夏休みのプール開放について
今年の夏も、昨年と同じ２名の方がプール監視員を引き受けて

くださいました。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）

８・９月の行事等から
＜８月＞

・１日（水） 水泳交歓会予備日

・６日（月） 登校日、平和集会（平和学習） 下校11:00

・９日（木） 学校閉庁日：日直が不在となりますので、緊急

～15日（水） 連絡は、市教委（22-5141）へお願いします。

・19日（日） 愛校作業 7:00～8:30

＜９月＞

・３日（月） 始業式

・６日（木） レシ－ト集計 １年

・７日（金） 委員会活動⑤

・10日（月） スクールカウンセラー訪問日⑥

陸上教室（低･中･高学年）

・14日（金） 人権参観日（参観授業･人権の集い･人権講演会）

講演会「インターネット・携帯電話の危険性」

・18日（火） スクールカウンセラー訪問日⑦

・21日（金） クラブ活動④

・27日（木） 学力向上推進対策事業（授業づくり講座）

３年２組公開授業

・30日（日） 修学旅行６年生［10月2日（火）まで］

室戸岬小・元小と合同で実施します。


