【平成３０年１２月２１日(金)】新ひだか町立静内小学校 学校だより No.３１

静小 だより

みがきかがやく静小の子ども
「知」 よく考える子
「徳」 思いやりのある子
「体」 たくましい子

「学校」
「家庭」
「地域」 すべての場で 健全な子どもの育成を めざしましょう。

校長 小泉卓真
慌ただしい年の瀬を迎え、寒さも一段と厳しくなりました。早いもので、今日で２学期が終わりま
す。冬休みに入るに当たって、今学期の子どもたちの頑張りに対し、ねぎらいの言葉をかけていただ
きたいと思います。
２学期は大変忙しい学期でしたが、子どもたちは、それぞれの個性や特長を生かしながら日常の学
習や行事に積極的に取り組みました。何度も何度も練習することで、できるようになることの喜びを
感じ、「やればできる」という自信をもてた子が多いと思います。子どもたちは、できなかったこと
ができるようになったことや自分がしたことを褒められたり、他の人の役に立っていることを知った
りした時、自分にはよさがあり、役に立つ存在であることを実感します。子どもたちに、自分で考え
行動させ、それを認め、自信につなげていくことこそ大事なことだと考えます。
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さて、明日から２５日間の冬休みに入ります。子どもたちは学校を離れ、家庭が生活の中心となり
ます。子どもとふれ合う時間も増えることでしょう。
そこで、この冬休みには、家庭での笑顔と子どもとの会話をちょっと意識してほしいと思います。
12月１日（土）に行われた新ひだか町PTA研究大会で、『元氣アップ大作戦～イライラしない子育
て～』と題して講演した塩谷隆治氏は、ドイツの文豪ゲーテの「人間の最大の罪は不機嫌である」と
いう言葉を引用し、いつも笑顔でいることの大切さや周囲の人に与える影響について話しました。笑
顔のあふれる家庭は、子どもの心を安定させます。そして、心の安定は子どものいろいろな力を伸ば
す土台となります。
会話もそうです。親子の楽しい会話は、心と心の架け橋となります。さらに、会話を通し子どもは
社会の常識や世間のことを学び、価値観を身に付けていきます。また、親子関係も一つの人間関係で
すから、子どもは親子の会話から人間関係も学んでいきます。将来、子どもが社会に出て働くように
なった時、人間関係をうまく結べる力は欠かせません。いくら仕事に関する能力があっても、人との
関係がうまくいかないと能力は認められにくいものです。まずは、“あいさつ”“目上の人への言葉
づかい”からしっかり教えていきましょう。親子は友達ではなく、大人と子どもの違いを教える関係
でもあるからです。中でも、ぜひ話題にしてほしいのが“将来の夢”の話です。「１０年後、２０年
後、あなたはどうしているだろうねえ」、「…〇〇になっていてほしいなあ…」。今年活躍した人な
どのことも話題にしながら、子どもへの期待や親の苦労話…等々、親の思いや考えを話してあげてく
ださい。子どもは、そんな“親”を尊敬し、あこがれ、目標にして、きっと親を超える“一人前”の
大人に育っていくと思います。そんなきっかけになる冬休みにしてもらいたいものです。
結びに当たり、保護者の皆様方のご理解とご支援に、心からお礼と感謝を申し上げます。良いお年
をお迎えください。

「２月行事予定」にかかわる連絡
３学期始業式が１月１６日（水）となります。ご予定を組まれるご家庭もあるかと思われますので、
現段階での行事予定を掲載します。
●現段階の行事予定表です。付け加えや修正等を含め、改めて３学期始業日以降にお知らせします。
①「スケート学習」日時
３学期に行われる「スケート学習」の日時が決定しましたので、お知らせします。
学年

１回目

２回目

３回目

１・２年

１・１８（金） 9:10～10：30

１・２８（月） 9:10～10：30

⒈・３１（木）10:30～11：40

３・４年

１・１７（木） 9:10～10：30

１・２３（水）10:30～11：40

１・３１（木） 9:10～10：30

５・６年

１・１７（木）10:30～11：40

１・２３（水） 9:10～10：30

２・ ４（月）

【２月行事予定】

②日課変更のお知らせ
３年生以上は、以下の

9:10～10：30

日

曜

学校行事

期日において日課が変更

1 金 本馬くん家貸出日

となります。

2 土

２月１２日（火）

3 日

５時間 授業参観

4 月

２月１３日（水）

児童会行事

スクールバス
第1便

第2便

給食

第3便

放送演説（５年）

14:40 15:30

○

放送演説（４年）
第２回選挙管理委員会

14:40 15:30

○

5 火 ６時間授業 新入生一日入学 前期児童会役員選挙

14:40 15:30

○

５時間 年度末反省会議

6 水

選挙結果掲示

14:40 15:30

○

２月１５日（金）

7 木 職員会議 図書館司書巡回

認証式（昼）

14:15

５時間 年度末反省会議

8 金

宿題・家庭学習がんばろう週間（～８日）
５・６年スケート学習 中学入学説明会
フッ化物洗口（１～５年）

＊

14:40 15:30

○
○

9 土

③スケート靴返却期限
昨日貸出しを行ったス

10 日
11 月 建国記念日
12 火 全校参観日
５時間授業（清掃あり）
年度末反省会議

ケート靴の返却日は必ず

13 水

お守りください。なお、

14 木 研修日

〆切前の期日でも返却可

15 金

能です。

16 土

２月１５日（金）〆切

17 日

５時間授業（清掃あり） 貸出しスケート靴返却〆切
年度末反省会議 町Ｐ連第３回理事会

18 月 フッ化物洗口

14:40

＊

○

14:40

＊

○

14:15

＊

○

14:40

＊

○

14:40 15:30

○

14:40 15:30

○

20 水 ＰＴ派遣事業

14:40 15:30

○

21 木 研修日 図書館司書巡回

14:15

ＴＡ各専門部において

22 金

14:40 15:30

○

「反省会議」が行われて

23 土

おります。後日、各専門

24 日

部担当者より案内が配付

25 月 二計測（高） フッ化物洗口

14:40 15:30

○

されます。

26 火 二計測（中）

14:40 15:30

○

27 水 二計測（低）

14:40 15:30

○

28 木 研修日 図書館司書巡回

14:15

④ＰＴＡ専門部反省会議
例年、２月末までにＰ

19 火 ６時間授業

代表委員会（昼）

代表委員会

＊

＊

○

○

保護者アンケートＡ意見・要望等への回答
前回の学校便り№３０にて「いじめ未然防止・対応」についての回答と同様に、緊急と要し、かつ
現段階で保護者の皆さんが不安に感じられている取組等について今回も回答をさせていただきます。
保護者アンケ―トＡ №９
学校は、災害教育や安全教育等、危機管理に対する対応と指導に努めていると思いますか。
＊いただいたご意見や要望
①何かの機会があれば、希望する家庭だけでも実際にマニュアルに書かれてある「児童引き渡
し場所」などに行って、どんな感じで行われているのかをやってみたらどうかと考える。
②町全体を見て、津波避難場所が少なすぎると思う。学校の指定避難場所にも人が殺到して混
乱しそうだ。
【①への回答】
役場に問い合わせをした結果、以下のような回答をいただきました。
・避難訓練同様、引き渡し等の訓練や体験を行う場合には、事前に役場に届け出を要する。
・役場では届け出を受けた後、団地管理人と敷地内立入等の面を考慮し、実施可能かどうかを
協議する。
・学校は、役場の返答を受けて実施判断をする。
このような手続等を踏まえて実施することが可能です。ただし、以下の理由により、学校で行っ
ている「地震・津波避難訓練」に併せて行うことは難しいと考えています。
・避難訓練時、「学校から団地への避難」「津波が引いたと想定した場合の帰校」の訓練を全
校児童単位で行っている。
・避難訓練は１時間（４５分間単位）内で実施しており、時数的な面で増加が見込めない。
しかし、希望される保護者の方を対象に「引き渡し場所と引き渡し方」「引き渡しまでの児童の
安全確保」等について実際に見ていただくことや、職員からの説明を聞いていただくことは可能か
と考えております。実施については職員間での協議と役場からの返答を受けて、改めて報告させて
いただきます。貴重なご意見大変ありがとうございました。
【②の回答】
記入していただいている通り、本町市街地の避難場所は非常に少ない状況ですが、避難先を緑町
団地と決定するまでには、春先から数か月間、役場をはじめとする関係機関と密な連携を取りなが
ら行ってまいりました。
【緑町団地の選択理由】
・１年生から６年生全児童が歩いていける距離【特に冬季期間を考慮した距離と安全性】
・大きな津波にも対応できる建築構造【避難する団地はＬ字型と倒壊しにくい構造】
・本来であれば、津波が届かない地域（学校より約３ｋｍ以上の距離）まで避難するようにな
っていますが、歩く距離や避難先での避難建築物が保障されていない。【雪・雨天対応不可】
ただし、ご指摘の通り、緑町団地には団地住民や周辺住民の方々が多く避難されます。混乱のた
めに児童の行方が不明にならないよう、前回の避難訓練で実施したように、高学年が低学年の手を
引き歩行したり、同じ場所で滞在することとしています。

冬休みの「安全な生活に向けた声かけ」のお願い
冬季期間は雪や氷による転倒をはじめ、交通事故等も発生しやすくなります。また、例年、他地域
において車道近くや軒下で遊んでいる時に車との事故や落雪等の被害に遭う児童が後を絶えません。
学校でも事故に遭遇しない手立てや判断のしかたについて日々指導を行っていますが、ご家庭におい
てもご指導や声かけをお願いします。下の事例を参考にされてください。
【こんな事故が起きています！】
事例
●落雪事故

被害事例

指導内容

●頭に直撃

●暖かい日には特に注意する。

●死亡・大怪我

●大きなつららには近づかない。
●つらら落としなどの危険な行為をしない。

●そり遊びによる交通事故

●右足の骨折重傷

●道に面する雪山でそり遊びをしない。

・今年１月

●道に面する雪山に上ったり、歩いたりしな

北見市

・小学２年生男子児童

●路面凍結による転倒

い。

●道内では例年冬季期 ●注意しながら歩く。
間中に数十人の児童 ●道路では滑る行為をしない。
が怪我

●転倒を想定して、手袋とニット帽を身に付
ける。
●転倒に対応できないため、ポケットに手を
入れたままで歩かない。

●雪玉投げによるトラブル

●石が混ざっていたた ●石など混ざっていないことを確認する。
め、相手の顔に怪我
●相手の目が失明

●氷の塊を投げない。
●相手が嫌がるときには投げない。

●建物や車への傷
「○○はだめだよ！」と教えることは大事です。しかし、それ以上に、【危険なことを想定できる判
断力や行動力】を身に付けさせる指導や声かけをお願いしたいと思います。子どもたち全員が事故や
怪我なく過ごせることを心より強く願っています。

学校閉庁日のお知らせ
夏季期間と同様、町内小中学校において学校閉庁日（期日は各校設定）が設定されております。閉
庁日期間中のお問い合せについては、町教育委員会管理課（☎４９－００８８）までお願いします。
受けました内容は、教育委員会から管理職に報告されることとなっています。ご理解とご協力をお願
いします。

静内小学校閉庁日・・・１月４日（金）・７日（月）の２日間

