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充実した夏休みを…
校長

楢原

修

保護者の皆様、地域の皆様のご協力のお陰で、大きな事故もなく、児童全員が元気に前期の前
半を終えることができたことに感謝申し上げます。
さて、4 月から児童は、たくさんの行事をこなしてまいりました。稲毛海浜公園への全校遠足、
大運動会、6 年生の加曽利貝塚への校外学習、大房岬での農山村留学、4 年生の高洲小での表現
運動発表会と新港クリーンセンターへの校外学習、5 年生の日産自動車工場、子供宇宙科学館へ
の校外学習、3 年生の椎名小学校との交流会、つばさ学級の高浜海浜小でのわくわく交流会、幸
二小との交流会、防犯訓練・防犯教室、水泳学習等、様々な体験活動を通して、心身ともに一段
とたくましく成長しました。
明日から夏休みを迎えます。夏休みにしかできないことにぜひチャレンジさせてください。地
域の行事への参加、家族との旅行、友達との自由研究、ラジオ体操への参加などもいい経験にな
ります。また、生活の中心が学校から家庭となります。家族の一員としての役割を持たせ、規則
正しい生活を送り、自主的・計画的に学習を進め、健康で安全な毎日を送り、子どもたちにとっ
て実り多い充実した夏休みにしてほしいと思います。
9 月 1 日、全員が元気で、一回り成長した姿で登校してくるのをお待ちしております。
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7 月 4 日（金）本校に幸二小の 5 年生が来ました。
お互いの学校紹介をしたり、名刺交換をしたり、レ
クなどをしました。子どもたちは、もらった名刺を
じっくり見ながらうれしそうな様子でした。来年度
は、このメンバーが新しい学校の最上級生になりま
す。今後も、移動教室で交流を深めていく予定です。
ぜひ、学校のリーダーとして頑張ってほしいと思い
ます。

校舎の老朽化から、5 年 2 組の教室、日本語指導教
室、３階の廊下から雨漏りがしていました。子ども
たちには不快な思いや不便な思いをさせてしまいま
したが、７月１４日（月）
、１５日（火）の２日間か
けて雨漏り修理が完了しました。それに伴い、天井
の石膏ボードを夏休みの間に交換します。夏休み明
けには、清潔な環境で学習ができる予定です。

７月１５日（火）に全校児童対象の防犯訓練を実
施しました。不審者が校内に侵入してきたことを想
定しての避難訓練と千葉西警察署の警察官から防犯
についての話を伺いました。
警察の方からは、避難時に子どもたちがしゃべら
ず、笑わず、真剣に取り組んでいたとお褒めの言葉
をいただきました。また、次のような指導をしてい
ただきました。
＜被害にあわないために＞
１ 基本は、自分で自分の身を守る。
いか・・・いかない
の・・・・のらない
お・・・・おおごえをだす
す・・・・すぐにげる
し・・・・しらせる
２ 危険を感じたら防犯ブザーを鳴らす。
３ 「子ども１１０番のいえ」をチェックしておく。
４ エレベーターで危険を感じたら…
→ 次の階のボタンを押しておりる。
５ 留守番をしている時、呼び鈴が鳴ったら…
→ すぐに出ない。制服を着ていても出ない。
→ ドアスコープで知っている人かどうか確認。
６ 塾の帰り…
→ 一人ではなく、友達と大人数で帰る。
→ 明るい大通りを通って帰る。
７ 後ろから襲われたら…
→ 足で相手の足を踏みつけ、逃げる。
８ 前から襲われたら…
→ しゃがんでから逃げる。

１

出かけてもよい時間は？
午前 10 時から午後 5 時までです。被害にあわず、
安全な生活を送るためにも、外出時間を守るよう
家庭でもご協力お願いします。５時過ぎに遊んで
いる子どもがいましたら、声掛けをお願いします。

２ 図書室を開放します！
（１）開放日
7 月 22 日(火)～25 日(金),28 日(月)～29 日(火)
8 月 20 日(水)～22 日(金),25 日(月)～28 日(木)
（２）開放時間 9：00～12：00
（３）その他
＊ 児童用の昇降口から出入りします。
＊ 上履きを持たせてください。
３ イルカの水泳教室
（１）目的：２５ｍ泳げることを目標とします。
（２）実施日： 7 月 22 日(火)～25 日(金)
22,23 日 456 年生,つばさ 9:05 集合～10:30
123 年生,つばさ 10:30 集合～11:50
24,25 日 123 年生,つばさ 9:05 集合～10:30
456 年生,つばさ 10:30 集合～11:50
当日の中止はプールの扉に掲示します。
（３）昨年度のデータです。
25ｍ完泳率
３年
４年
5年
6年
千葉市平均 40.7％ 63.9％ 80.3％ 89.0％
幸一小平均 26.5％ 42.6％ 55.8％ 81.8％
＊ 今年度のプール学習で泳げるようになった人
がたくさんいます。もっと水に慣れて泳げる人
が増えるといいですね。
＊ プール管理補助員として今年度も北川さんに
お手伝いいただいております。
４ 夏休みの学習支援について
（１）目的：国語と算数の理解の不十分なところの
補充学習をし、基礎基本の充実を図る。
（２）実施日： 7 月 22 日(火)～25 日(金)
22、23 日 １２３年生 9:00～10:25
４５６年生 10:40～12:05
24、25 日 ４５６年生 9:00～10:25
１２３年生 10:40～12:05
５

9 月 1 日(月)の防災訓練、引き渡し訓練について
9 月 1 日は、防災の日です。大地震を想定しての防
災訓練、引き渡し訓練を実施します。訓練により緊
急時の連絡、避難場所、避難経路を確認します。
保護者の皆様は、10 時 30 分に本校のグランドにお
越しください。10 時 40 分から
引き渡しを開始します。引き渡
しに来られない場合は、11 時に
下校させます。

