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歴史の「第２歩」を踏み出した 

１学期の終了 
校長 千 葉   保 

 開校２年目、本校の歴史の「第２歩」を踏み出

した１学期が本日で無事終了しました。 

昨年は、新設校として、とにかく目の前の「ハ

ードル」を一つ一つ越えていくことで精一杯の

日々でしたが、今年は昨年度の実践とその反省を

もとに、「良いものは定着を、不具合なものは改善

を、未熟なものは充実を」を目指して教育活動を

進めてまいりました。 

 とりわけ、１学期最大の行事である「運動会」

につきましては、前回の学校便りでもお知らせし

たとおり、まだまだ不十分な面はあるものの、昨

年度の反省を生かし、様々な改善と充実が図られ

ました。 

 また、本年度より室蘭西中学校と本校による「コ

ミュニティ・スクール」の導入に向けた取組がス

タートし、今まで以上に「地域とともにある学校

づくり」を目指した活動も取り入れています。  

その一つとして、図書ボランティアによる定期

的な読み聞かせや図書室の環境整備により、本が

好きになり、本に親しむ子ども達が確実に増えて

きていると実感しております。 

 さらに、子ども達の学習をサポートしてくれる

スタディボランティアも昨年に比べ充実してきて

おります。７月１５日（金）には、本校のＰＴＡ

でスタディボランティアに登録していただいてい

る野田篤志さんに来校いただき、４年生の国語で

「新聞づくり」の学習を行っていただきました。 

 新聞社の編集局勤務と 

いう専門的な立場から、 

「見出しの大切さ」など 

について子ども達に分か 

りやすく、楽しく授業を 

行っていただきました。 

 各関係機関との連携も図られてきており、同じ

１５日（金）に６年生を対象として室蘭市保健福

祉部による「がん教室」を実施しました。 

 「がん」という病気についての理解を深め、が

んにならないための生活習 

慣のあり方等について、６ 

年生の子どもたちが真剣に 

考える貴重な機会となりま 

した。 

「定着してきたもの」「改善が必要なもの」「一

層の充実が必要なもの」が、たくさんありますが、

２学期も保護者・地域の皆様のお力添えをいただ

きながら、職員が一丸となって教育活動を進めて

まいります。これからもご理解ご協力をどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

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） 

８月の行事予定 
日 曜 行  事 

1 月  

2 火  

3 水  

4 木  

5 金 室蘭市子どもサミット 

6 土  

7 日  

8 月 電信浜遊泳場閉鎖 

9 火  

10 水  

11 木 山の日 

12 金  

13 土  

14 日  

15 月  

16 火  

17 水 ２学期始業式 交通安全指導（１９日迄） 

18 木 
プール学習４年 図書返本週間（２４日迄） 

図書ボランティア読み聞かせ（低） 席書①  

19 金 プール学習３年 席書② 

20 土  

21 日  

22 月 プール学習２年 夏休み作品展（３１日迄） 

23 火 フッ化物洗口 

24 水 ５年宿泊学習① 心の教室 

25 木 
５年宿泊学習② 図書貸出開始 

特別支援学級合同体験学習（登別マリンパーク） 

図書ボランティア読み聞かせ（中） 

26 金 ５年宿泊学習回復休暇 

27 土  

28 日  

29 月 人と旗の波運動 

30 火 プール学習５年・１年 委員会⑥ 

31 水 
プール学習４年 心の教室 

図書ボランティア読み聞かせ（高） 

 

夏休みは 

7 月 23 日（土）～8 月 16 日（火） 

４年 新聞づくり 

６年 がん教室 



室蘭市立みなと小学校 〒051-0032 室蘭市港南町 2-10-1 ☎（0143）25-2070 Fax（0143）25-2071 

「安全」で楽しい夏休みを！ 
 
 明日からの２５日間の長い夏休みに向けて、各学

級において、子ども達の発達の段階に応じた指導を

行ってきました。 

 「平成２８年度 夏休みの生活」には、次の２つ

の目標が示されています。 

 

 

 

 

 特に２つ目の「健康」と「安全」に関わっては、「自

分の命は自分で守る」ことの大切さについて指導を

繰り返してきました。 

 ７月１４日（木）の「不審者対策訓練」では、学

校に不審者が侵入したことを想定し、侵入を知らせ

る放送に従って、不審者が確保されるまで教室等で

待機する訓練を行いました。訓練後、警察の方の講

評の中で、「教室内で待つ姿は大変立派でした。しか

し、教室には先生（大人）がいます。大切なのは、

一人の時にも自分で自分の身（命）を守ることです。」

との話がありました。 

 各家庭でも話題にしていただき、夏休みを安全で

楽しく、有意義なものにしてほしいと思います。 

 「夏休みの生活」の内容と重なる部分もあります

が、以下の点についても再度ご確認ください。 

 

◆交通安全 

 １学期中、地域の方から、「危険な自転車の乗り方

をしている」「横断歩道のないところを横断していた」

などの情報が寄せられていました。 

○道路は歩道を正しく歩き、道路では遊ばない。 

○自転車は、乗る場所について家庭で話し合い、家

庭での監督のもとで乗せる。 

◆水辺の安全 

 校区内に親水緑地や電信浜遊泳場があります。必

ずルールに従った利用をするよう指導しています。 

○定められた地域や期間以外で、川や海に立ち入ら

ない。 

◆不審者への対応 

 「自分の身は自分で守る。」という意識を日頃から

強く持つことが大切です。 

○○い○か○の○お○す○し「（知らない人について）いか

ない」「（知らない人の車に）のらない」「大きな声

でさけぶ」「すぐ逃げる」「（何かあったら）しらせ

る」を実践する。 

○万が一、痴漢行為や見知らぬ人の誘いを受けたら 

 ①室蘭警察署  ②みなと小 への連絡をお願い

いたします。 

「ラジオ体操」のお知らせ 
 

 昨年度に引き続き、夏休み中のラジオ体操につき

ましては、校区内の各町会の判断で実施いただくこ

とになっております。 

 学校では、下記の実施箇所について、町会から連

絡をいただいていますので、お知らせいたします。 

 お家の近くでラジオ体操が行われる子ども達には、

規則正しい生活づくりと体力増進に向けて、積極的

に参加してほしいと思います。 

 実施の詳細につきましては、お住まいの町会にご

確認ください。 

なお、ラジオ体操カー 

ドにつきましては、郵便 

局から提供いただきまし 

たので、全児童に配付し 

ています。 

 
町会名 場所 時刻 期間 

祝津町会 
祝津町会館裏 

４丁目臨海公園 
7：00 7/2５（月）～8/1２（金） 

沢町会 證誠寺駐車場 7：00 7/2５（月）～8/1２（金） 

港・緑・西小

路・海岸町レ

インボー町会 

海岸町 

3 丁目公園 
7：00 7/2５（月）～8/1２（金） 

幕西町会 幕西公園 7：00 7/2５（月）～8/９（火） 

蘭西七町

連合会 
栄町公園 7：00 7/2５（月）～8/1２（金） 

幸町会 
文化センター 

正面 
7：00 7/2５（月）～8/1０（水） 

※土・日・祝日は除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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） 

◆みなと小学校ＰＴＡからのお知らせ◆ 

「平成２８年熊本地震義援金」について 
 平成２８年４月１４日に発生し、大きな被害をも

たらした熊本県地方を中心とした地震に対し、室蘭

市ＰＴＡ連合会として募金等の活動を行ってまいり

ました。 

 みなと小学校からも、ＰＴＡ役員会において協議

し、ＰＴＡ会費の一部（２万円）を義援金として拠

出させていただいたことを報告いたします。 

室蘭市内全ての小中学校が義援金を拠出し室蘭市

PTA 連合会として振り込んだ総額は、416,616 円

となりましたことを申し添えます。 

 

※ＰＴＡ戸数（約４００）×５０円＝２００００円

で拠出いたしました。 

◎規則正しい生活を送ろう。 

◎健康と安全に気をつけて、有意義な夏休みにし

よう。 

http://www.muroran.iburi.ed.jp/

