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子供たちが成長し、充実した２学期の終了 

～有意義な冬休みを～ 
校長 千 葉   保 

 
 開校２年目の２学期が終了しました。 
 今年度は、今のところ非常変災やインフルエンザ
等による臨時休校や学級閉鎖等がなく、予定された
教育内容について順調に実施することができており
ます。 
今学期の取組を学校教育目標の側面から振り返っ

てみたいと思います。 
 

◆かしこく（知） 
 学習面では、４年生と５年生の算数で「習熟度別
少人数指導」に取り組みました。学級を３グループ
に分け、子供自身でグループを選択し、自分に合っ
た学習を進めました。子供たちからも非常に好評で
すので、今後は他の学年にも広げていきたいと考え
ています。 
 また、１１月１５日（火）には主に市内の教員を
対象とした「公開研究会」を実施し、１－２、３－
２、６－２が算数科の授業を公開しました。子供た
ちが「わかる」「できる」と実感できる算数科の授業
づくりに向けて、参観していただいた多くの方から
ご示唆をいただくことができました。 
◆つよく（体） 
 体力向上に向けては、日々の体育の授業において、
体を動かすことの楽しさを実感させるとともに子供
たちの運動量を十分に確保するよう取り組んできま
した。 
また、グラウンドに、走った距離が分かる表示を

したり、児童会の体育委員会主催の「体力づくりプ
ロジェクト」を実施したりして、運動に親しむ態度
の育成を図ってきました。 
◆おおらかに（徳） 
 学校の教育活動全体を通して、子供たちの「心」
を育む取組を行ってきました。児童会による「あい
さつ運動」を始めとして、全校朝会では児童会代表
による「あいさつの大切さ」についての発表などが 
行われました。さらに「みなと小郵便局」として、
友達や先生方に「ありがとうの気持ちを手紙で伝え
る」という取組も行いました。児童を主体とした取
組から、豊かな心が育まれてきています。 
また、教員の研修として全職員で道徳の授業を参

観し、これから求められる道徳の時間の授業の在り
方について学ぶ機会を持ちました。今後は参観日等
の機会で、より積極的に保護者の皆様にも道徳の授
業を公開していきたいと考えています。 

 
２学期は、５年生の宿泊学習、６年生の修学旅行、

学芸会など、多くの行事もありました。行事に向け

ての準備、そして本番での取組を通して、子供たち
の様々な成長が見られた２学期であったと感じてい
ます。 

 
 さて、明日からは子供たちが心待ちにしていた冬
休みが始まります。２学期の学校生活を通じて様々
な成長が見られましたが、学校生活の基盤となるの
は、家庭において育まれる「生活習慣」です。 
 お子さんを通じて配付した「冬休みの生活」には
目標として次の２つを掲げています。 
◎規則正しい生活を送ろう。 
◎健康と安全に気をつけて、有意義な冬休みにしよ
う。 
栄養教諭が実施したアンケートによると、本校で

毎日朝ご飯を食べている子供は８４％という結果で
した。何らかの理由で、１６％の子供が朝ご飯を食
べない日があるということに課題意識を持っている
所です。「食」に関わっては、栄養教諭による日常的
な給食指導や、献立作りに関わる授業を通じて子供
たちへの指導を行っておりますが、基本となるのは
やはり各家庭での取組です。「早寝 早起き 朝ご飯」
は子供たちの健やかな成長には欠かせないものです。
各家庭においても、この冬休みの機会にお子さんの
生活習慣について改めてご指導をお願いいたします。 
 また、安全にも十分留意 
し、有意義な冬休みを過ご 
してほしいと思います。 
 保護者の皆様におかれま 
しては、今後も本校の教育 
活動に対しまして、一層の 
ご理解ご協力をお願いいた 
します。よい年をお迎えく 
ださい。 
 
                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

学校だより 

みなと 

学校教育目標 
かしこく（知） 
つよく（体） 

おおらかに（徳） 

１月の行事予定 
日 曜 行  事 
1 日 元日 

2 月  

3 火  

4 水  

5 木  

6 金  

7 土  

8 日  

9 月  

10 火  

11 水  

12 木  

13 金  

14 土  

15 日  

16 月  

17 火 ３学期始業式 交通安全指導①  

18 水 交通安全指導② 冬休み図書返本（２４日迄）  

19 木 交通安全指導③ 読み聞かせ（低・中） 

20 金 低学年雪中学習 冬休み作品展（２６日迄） 

21 土  

22 日  

23 月  

24 火 フッ化物洗口 委員会⑫  

25 水 心の教室 図書室通常開館 

26 木 読み聞かせ（高） 

27 金 新１年生１日入学 ※全校弁当日 

28 土  

29 日  

30 月  

31 火 フッ化物洗口 

 

５年生 献立指導 

冬休みは、 

１２月２３日（金）～ 

１月１６日（月）です。 
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第４６回室蘭市小中学校弁論大会 
 
１１月５日（土）、室蘭市民会館にて、第４６回室

蘭市小中学生弁論大会が行われました。本校からは 6
年２組の池田結さんが代表として参加しました。 
 「あいさつ」の大切さについて、自身の経験に基づ
いた考えを堂々と発表する姿が大変立派でした。 
 以下、池田さんの弁論を紹介いたします。 

 
「人と人を結ぶあいさつ」 

みなと小学校  ６年  池田 結 
 
 「おはようございます。」「行ってきます。」このあい
さつから私の１日が始まります。 
私が１年生の時、６年生が「おはよう！」と元気よく
あいさつをしてくれて嬉しかったことをよく覚えてい
ます。まだ慣れない小学校へ行くときのドキドキした、
不安な気持ちがパッと明るくなりました。私もそうい
う６年生になりたい！そして、あいさつとはとても大
切なことなのだなと感じていました。 
みなさんは、はずかしくて、少し勇気がいることも

あるという経験をしたことはないでしょうか？私には、
はずかしい気持ちを乗りこえて、元気にあいさつする
ことの大切さを学んだ３つの出来事があります。 
１つ目は、家族に関わることです。近くに住んでい

るおじいちゃんとおばあちゃんには、必ず「行ってき
ます。」「ただいま。」を言うことを心がけています。妹
も私の真似をしてあいさつをしに行きます。おじいち
ゃんとおばあちゃんは、私たちの声を聞くことで、毎
日元気をもらっていると言ってくれたことがありまし
た。私もそうでしたが、少し勇気を出すことで自分も
変われるし、周りも変わるのだなと感じた出来事でし
た。 
２つ目は、学校に関わることです。私の学校は、昨

年の４月に統合して「みなと小学校」という大きな学
校になりました。初めて新しい学校に行った日、人の
多さにびっくりしました。初めて会う友達に、勇気を
出して「おはよう！」とあいさつしてみると、笑顔で
「おはよう！」と言ってくれて、私も自然と笑顔にな
りました。ほんの一言でしたが、気持ちの良い人間関
係を築くことができた瞬間でした。 
３つ目は、習い事に関わることです。私は、３歳か

ら剣道を習っていて、今年からスポーツ少年団の「リ
ーダー会」に参加しました。そこで、リーダーとは、
自分から進んで物事ができる人、そして、自分からあ
いさつができる人ということを学びました。あいさつ
が人と人とを結ぶことにつながっていくのだと実感す
ることができたリーダー会でした。 
私は、今、児童会３役の書記をしています。最近、

みなと小の児童会で「ハイタッチ運動」という活動に
取り組みました。ハイタッチをしながらあいさつをす
ることで、人と人とのつながりが生まれ、学校全体の
雰囲気が良くなってきたような気がします。特に低学
年の子や友達が笑顔でハイタッチしてくれた時は、い
つも心が温かくなって、あいさつは本当に大切なもの
なのだと改めて実感しました。 
最後に、私の名前についてのお話をします。私の名

前は、「結（むすぶ）」と書いて「ゆい」と読みます。「結
（ゆい）」という字には、結ぶ、つなぐ、集めるなどの
意味があり、私が居ることでみんなが集まってきて、
どんな時も周りの人たちを明るく、結び合わせる存在
でいてほしいという願いを込めて、両親が名付けてく
れたそうです。心のこもったあいさつは、人と人とが
関わっていく上で大切にしていかなければならないこ
とで、周りの人や社会を明るく笑顔にする力があると

思います。また、あいさつには、ニュース等で耳にす
る悲惨な事件や、世界中で起きている争いなどをなく
す力があるのではないかと思っています。 
これからも、自分の名前である「結ぶ」という言葉

を大切にして、人と人とを結び、笑顔の輪が広がるあ
いさつをしていきたいと思います。 
 

 

みなと小学校ＨＰアドレス 
http://www.muroran.iburi.ed.jp/~minato/ 
（室蘭市のＨＰからもご覧いただけます） 

下水道管工事に伴う協力依頼について 
 室蘭市水道部から、下記の場所の下水道工事につい
て連絡がありました。 
 特に付近にお住まいの方は、通行の際十分にご注意
ください。 
 
１ 工事名 
  公共下水道（中央町外）下水道管路施設改築工事 
２ 工事場所 
① 港南町１丁目付近道路 
② 中央町３丁目付近道路 

３ 工事期間 
  平成２８年１２月中旬～平成２９年３月下旬 
  ※各路線で順次作業を行うので１路線の作業日

数は約１０日程度（８：００～１８：００） 
４ 工事内容 
  マンホールから更生材を挿入して老朽化した下

水道管を直す。 
５ お願い 
  作業により、通行止め、 
または片側交互通行になる 
ことがありますのでご協力 
をお願いします。 

 ※歩行者の通路は確保し、 
誘導員がつきます。 

http://www.muroran.iburi.ed.jp/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481431799/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy14Q283cjU0STQxUS9VT0tERWx3ajhkSS9BQUFBQUFBQUtMWS95SUFTZks0Ry1Jdy9zMTYwMC9hbmltYWxfbW9ndXJhX2tvdWppLnBuZw--/RS=^ADBJCuBxutZ7GHcjLlcX1QIt48S2aw-;_ylt=A2RCA953iUtYPjUAIwOU3uV7

