《知》意欲的に学び、課題に粘り強く取り組む児童
《徳》社会のルール・学校のきまりを守り、
礼儀正しく思いやりのある児童
《体》心身ともに健康で、命を大切にする児童
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珠洲市立上戸小学校
学校だより 第６３９号
平成３０年６月２７日

いよいよ学期末 ７月
校長 多賀 忠雄
上戸小学校では、水曜日の昼休みにゴールデンタイムと称して、児童会企画の全校遊び
を実施しています。先日のゴールデンタイムは、「秘密の王様」ドッジボールでした。赤
白団で王様を決め、その王様に当てたら勝ちというドッジボールです。１年生から６年生
までが同じコートに入って行うのですが、大変白熱したものになりました。見ていても大
変楽しかったです。１学期は運動会があって十分な回数を実施することができなかったの

給食試食会・救命救急講習会・授業参観・学級懇談会
６月１３日（水）に、給食試食会・救命救急講習会・授業参観を開催しました。
試食会は、今年度も低中高別に分かれ、保護者の皆さまに、お子さんの食事の様子を見ながら
一緒に食べていただきました。
その後、講師の珠洲市教育委員会管理栄養士の田喜知美希さんから、学校給食の役割と目標、給
食ができるまで、旬の食材を取り入れた行事食や、郷土食と地産地消献立の実施についてお話しし
ていただきました。
授業参観では、子どもたちの学習の様子をご覧いただきました。保護者の皆さまに授業の中の活
動に参加していただいた学級もありました。
救命救急講習会では、珠洲消防署職員の方が２名来校され、夏休み中の海水浴場監視の際の緊急
対応について学びました。AED を使った救命処置や１１９番通報の仕方について、参加者２人一
組で人形を使い、災害発生時を想定しながら手順を学びました。
何かとお忙しい中、最後までご参加いただき、ありがとうございました。

ですが、全校の交流を深めるとともに、高学年のリーダー性を育成するためにも大切な取り組みだと思いました。
７月以降多くの回数を実施していきたいと思います。
さて、７月は、１学期の学校生活をしめくくる月です。４月に新しい学年となり、新しい担任の先生のもと、生活にも学習に

不審者からとっさに身を守るには？～防犯教室～

も子どもたちは、気持ちも新たに活動に取り組んできました。４月からの子どもたちの頑張りに拍手を送りたいと思います。も
ちろんよかったことばかりではありません。中途半端にすませた事やできなかった事、友達とのトラブル等もあったことと思い
ます。学校で集団生活を送っているのでそのようなことは起こります。大切なことは、どのように解決してきたのか、今後どう
すればよいかを考えることです。しめくくりの月の意義はこのあたりにもあると考えています。

児童委員会の活動を紹介します
図書委員会
６月１２日（月）の全校集会では、司書の袖いず美さんより、絵本「い
つもいっしょに」の読み聞かせがありました。子ども達は大型テレビの映
像と読み手の語り口に引き込まれている様子でした。
最後に図書委員会の子ども達が考えた、図書館の本にちなんだクイズをしました。回答期限まで一週間あり、手作りの景品
も用意されていることもあってか、その日の図書室は、全問正解をめざす子ども達の熱気にあふれていたようです。

放送委員会
６月２５日（月）の全校集会では、北原白秋の「五十音」の詩を発表しました。
これは、アナウンサーの早口言葉や発声、滑舌などの練習にも使われているもの
です。子ども達は難しい言葉の一つひとつを丁寧に発表していました。
放送委員会では、毎日、放送時間に遅れず、学校のお知らせを正しく伝えられ
るよう、頑張っています。今後はさらに、聞き取り取りやすくレベルアップした放送が期待できそうです。

６月２１日（木）に珠洲警察署安全生活課員の方を講師にお招きし、全校児童を対象に、防犯
教室を開催しました。
始めに、
「いかのおすし」や「こども１１０番の家」についての確認をしました。また、一人ひ
とりがランドセルについた自分の防犯ブザーについて、
「電池は切れていないか」
、
「ブザーはすぐ
に鳴らせる場所についているか」等をチェックしました。助けを呼ぶと
きの大声の出し方、背後から来たときの不審者からの逃げ方についても
説明していただきました。後ろからランドセルをつかまれたときは、防
犯ブザーを鳴らし、ランドセルを外して、大きな声を出しながらすばや
く逃げる、ということを練習しましたが、実際にやってみるととても難
しいことが分かりました。
防犯ブザーを押すことができなかったときは、
できるだけ「大きな声を出す」
、
「不審者から離れる」
、
「すばやく逃げる」ことが大事だと説明していただきました。
このような教室や訓練は毎年行っていますが、家庭・地域のみなさまのご協力が欠かせません。今後とも、見守りとご指導
をよろしくお願いいたします。

ご厚志ありがとうございました。
・大丸様から、
「だいまるすこやかクラブ」として、3,500 円いただきました。
・泉さんから、かき餅をいただきました。 ・中塚さんから、お花をいただきました。
からかき餅をいただきました
・泉さんからかき餅をいただきました。

７月の行事予定

保健委員会
６月２５日（月）
、保健委員会による「歯と口の健康集会」が開かれました。始めに、保健
委員会の子ども達より、
「歯と口の健康標語」の入賞者の発表がありました。その後、歯にち
なんだクイズ、絵本「はいしゃさんにきたのはだれ？」の紹介、歯磨き模型による実演があ
りました。盛りだくさんの内容でしたが、最後までしっかりと発表することができました。
標語入賞者は以下の皆さんです。
★せんだん賞・学校歯科医師賞
３年 梶 なぎさ「たからもの せかいに一つ わたしの歯」
★優秀賞
１年 初鳥 なおと「歯はだいじ むし歯をたいじ イイかんじ」
３年 谷内口 こはる「朝からはみがき ピッカピカ さわやか 一日はじめよう」
６年 西田 隼翼「健康を 毎日ささえる じょうぶな歯」

６日（金）６年史跡めぐり
８日（日）交通安全子供自転車大会
９日（月）児童総会、校外児童会、集金袋配付、
低・高学年ウェーブプール①
１０日（火）PTA 安全指導
１１日（水）シェイクアウトいしかわ、中学年ウェーブ
プール①、朗生会来校(1・2 年昔遊び)
１２日（木）低・高学年ウェーブプール②
１３日（金）中学年ウェーブプール②、ワックスがけ
１４日（土）海水浴場整備・設置（９：００～）

１６日（月）小学生陸上競技交流大会
１７日（火）醤油物知り博士出前授業
（5 限：3･4 年、6 限：5･6 年）
１８日（水）定時退校日
２０日（金）終業式、臨海教室、PTA 安全指導
２１日（土）夏季休業開始
２３日（月）通知表渡し・個人懇談会 移動児童館
２４日（火）海水浴開始（～８／３）
２６日（木）珠洲市親子議会
２８日（土）子ども会キャンプ（～２９日）

保護者から

平野 文雄さん（３年 雄大さんのお父さん）
６月に給食試食会があったそうです。残念ながら、私は参加することができ
ませんでしたが、家とは違う子どもたちの食事風景を見ることができ、とても
良かったと聞きました。
給食のメニューも、子どもたちが楽しく、おいしく、食べられるように、栄
養のバランスや安全面でも工夫されていて、改めて、食の大切さや食育につい
て考えさせていただきました。
栄養士さん、調理員さん、子どもたちのためにいつもありがとうございます。
児童の日記・作文から

＜１・２年 スクールシアター 「トラの恩がえし」＞
みてみたらたのしかったです。げきでみてわかったことは、とら
が、さいしょこわいとおもったら、とちゅうでみんなのためにがんば
っていました。やさしいなとおもいました。
またちがうげきもみてみたいなと、おもいました。（１年 やち まこ）
とらがしんでしまったかなしいものがたりでした。とらは、けがわになった。わざとと
らは、しんだ。おはかで、とらをてんにあげました。（１年 はつとり なおと）
おい、きむち、とおばあさんがいったところがおもしろかったです。
どろぼうとたたかうとらがかっこよかったです。どろぼうのやりをこわしておこられると
ころがおもしろかったです。うたがおもしろかったです。もう１どみたいです。
（１年 あぶらや ゆうき）
さいしょに出てきたひとは、おばあさんときこりです。わたしは、きこりの人みたい
にお手つだいをしたいです。とらがほえたときびっくりしました。
とらののどにかんざしがささっていたのをきこりがたすけたのがいいところだなぁ、
と思いました。
どろぼうが、わるいことをしたとき、とらがでてきて、ぬすんだものをとりかえしたとこ
ろが、すごいと思いました。 とらが、しんでしまったのがかわいそうだと思いました。
さいごに、すごいわざを見せました。すごくおもしろかったです。パレードみたい
でした。（２年 たに さりな）

色の勉強もしています。ブルー、イエロー、ピンク、パープル、いろいろな色を教
えてもらいました。一列になってとなりの人に、「あなたの好きな色は？」と聞いて、
「青です。」とか言って、みんなのタイムをはかるゲームが楽しかったです。
（３年
郡 せいや）
４年生になって英語を習い始めました。色の「ワッツ カラー ドゥ ユー ライク。」
を習ったのがうれしかったです。色の勉強をして、自分の好きな色を言えたり、友達
にきいたり勉強をして役立ちそうです。（４年
初鳥 けいじ）
<３・４年 「歯を大切にみがこう」>
歯の勉強をしました。むし歯になるもとは「プラーク」だとわかりまし
た。プラークをおいはらうために、歯みがきが大切だとわかりました。
歯みがき練習もしました。歯を２０回こすらなきゃいけないとわかりまし
た。歯がどれだけ大切かがわかってうれしかったです。（３年 平野 ゆうだい）
歯の勉強をして、むし歯のげんいんは「プラーク」だとわかりました。ぼくは、プラ
ークをやっつけたいです。歯みがきをわすれずにつづけてむし歯をやっつけるよう
にしたいです。これからもがんばります。（３年 儀谷 かいと）
「歯を大切に」という勉強をしました。歯につくばいきんはいっぱいふえることがわ
かりました。もっともっときれいに歯をみがきたいです。歯みがきは大事だと思いまし
た。きれいにしてむし歯もなくしてがんばりたいです。（３年 鳩野 めい）
わたしは「歯の大切さ」を知りました。８０２０は「８０歳まで自分の歯を２０本のこそう
ね。」ということだとわかりました。みがきかたも教えてもらったので、それをちゃんと
守りたいです。入れ歯にならないようにしたいです。（３年 泉㟢 ひかり）
歯をみがく練習をしました。わたしは保健委員だから、前に出て歯みがきのしかた
を発表しました。先生たちの話を聞いて、これ以上むし歯を作らないようにしたいと
思いました。これから朝・昼・夜、歯をみがいてピカピカでむし歯のない歯にしたいと
思います。（４年 谷 あいり）

＜１・２年 防犯教室＞
きょう、体いくかんで、ぼうはん教しつをしました。
わかったことは、かたをつかまれたら、かたと手をあげて、しゃ
がんでダッシュでにげることです。（２年 いえね そうた）

＜５年 施設めぐり＞
ケーブルテレビで一番大きいカメラをもつと少し重かったです。小さいカメラもあり
ました。文化祭や卒業式でそのカメラを長時間も持っていて重くないのかなあと思い
ました。JA では、朝早くからブロッコリーを収穫していてすごいなあと思いました。
（５年 福田 ひな）
ケーブルテレビではヘッドエンドという部屋に行きました。この部屋は、パソコンや
機械がたくさんありました。エアコンが3台あって、冷房がついていました。冷房がつ
いていないと機械が壊れてしまうと初めて分かりました。 （５年 圓堂ひかり）

きょう、体いくかんでぼうはん教しつをしました。はじめて知ったことは、ランドセル
をかついでいないときに、ふしんしゃにかたをつかまれたら、かたをあげてしゃがん
で、にげるほうほうをならいました。
思ったことは、そういうにげかたがあったんだなあと思いました。もし、わたしが、つ
かまれたらそのほうほうをつかいたいと思いました。（２年 いずみ そな）

JA でブロッコリーを冷蔵庫に入れるのが分かりました。冷蔵庫の中
は 2 度で、入ってみたらとても寒かったです。ブロッコリーを氷づめす
るのもわかりました。手に引っ付く氷を触ってみたら、ふわふわして気
持ちよかったです。ブロッコリーは県内で 2 番目で、かぼちゃは県内で 1 番目で、し
いたけも県内で 1 番目になっているのが初めて分かりました。（５年 郡 愛奈）

＜３・４年 「英語の勉強をしているよ」＞
学校で英語を習っています。わたしは、日本語のほうがかんたんだと
思っていたけど、英語の方がかんたんだとお父さんから聞いて、はやく英語を覚え
られればいいなと思っています。とても楽しい授業です。（３年 西田 まゆ）

施設めぐりで印象に残ったことは、漁協で－8 度の氷を入れてある場所に入った
ことです。わけは、とても狭くて寒いのでこわかったからです。ケーブルテレビでは、
学校だよりを見て行事を探しているのを初めて知りました。また、風力発電の風車が
1 つ倒れたことがあったのも初めて知りました。
（５年 三盃 慧里子）

わたしは「カントリーロード」という英語の歌が好きです。そのわけはコーラスで歌
ったことがあってリズムがとれるし、楽しいからです。「ハッピー」とか「ハングリー」と
か、意味がわかるとうれしいし、英語がもっと楽しくなります。（３年 梶 なぎさ）

漁協では、1 日に 40t も氷を作っているのがびっくりしました。貯
氷庫が－8℃だったからすごいなと思いました。そこに氷が 75t も
入ると分かりました。石川県に 2 か所メガソーラー発電所があると分かりました。小豆
が入った袋で 1 袋 6 万円もするからびっくりしました。（５年 藤瀬 美桜）

わたしは、前にお店で外国の人と会って「ハロー。」と声をかけたら、「ハロー。」と返
してくれました。そのことがうれしくて、もっと英語を話したいと思いました。英語をし
ゃべれるようになったら、いろいろな国の人と友達になれるから、英語をたくさん覚え
たいです。（３年 谷内口 こはる）
木曜日の１限目は英語です。「あなたの名前」や「何色が好き」を習ったり、スポー
ツの言葉を勉強しました。すもうは英語でも「すもう」だとわかりました。もっともっとほ
かのむずかしい英語もならってみたいです。（４年 天満 ともひろ）

＜５・６年 防犯教室＞
一番心に残ったことは、大声を出して逃げたことです。わけは、最初は立って大
声を出していたけれど、次は大声を出しながら走ったので、少し難しかったです。
（５年 藤瀬 陽菜）
防犯教室で、「いかのおすし」のことを復習したり、不審者からどうやって逃げたり
するのか実際にやってみました。わたしは、「いかのおすし」の大声を出すことが一
番大事な事だと改めて思いました。
（６年 泉 ここ奈）

私が難しかったのは、肩をつかまれた時でした。できると思っていたけれど、いざ
してみるとどうすればいいのか分からなくなりました。でも、不審者におそわれたとき
は、自分で自分の命を守らなければいけないので、たまにそういう練習をしたいで
す。（６年 梶 愛海）
ぼくが防犯教室で学んだことは、一つは防犯ブザーや大きな声で叫ぶことです。
二つ目は自分の命は自分で守ることです。何があっても自分の命は自分で守ること
は一番大切だと思いました。これからも自分で考えて行動していきたいです。
（６年 泉㟢 昂輝）
防犯教室で分かったことは、大声を出すことが一番大切だということです。他にも、
ランドセルをつかまれたり、肩をつかまれたりするときどうすればいいか分かりました。
もし、不審者に出会ったら、防犯教室で習ったことをしたいです。（６年 柏原 拓弥）
防犯教室で心に残ったことは、声を大きく出すという事です。わけは、もし防犯ブ
ザーを持っていないとき不審者に出会っても誰も気がつかないからです。でも声を
出して助けてというと周りの人が助けに来てくれます。だから、不審者に出会っても
声を大きくしたいです。（６年 藤瀬 瞭太）
防犯教室で、出かけているときや海に遊びに行ったりしているときに、不審者にあ
ったら、大声を出して逃げることが大切と改めて思いました。（６年 前田 海）
防犯教室でぼくが学んだことは、防犯ブザーの大切さです。防犯ブザーはつけ
ていなくても大声を出せばいいと思っていたけれど、ランドセルをつかまれたとき、
鳴らして逃げることができるのでつけないといけないと改めて思いました。
（６年 西田 隼翼）
「肩をつかまれたらどう逃げるか。」の対処法は、つかまれたらひじを真横に挙げ
る→しゃがむ→大声で「助けて」と言いながら逃げる、という動作で、練習していない
と流れで動けないなあと思いました。（６年 山田 恵大）
＜行ってみたいところ＞
私はディズニーランドに行ってみたいです。そこでジェットコースターに乗ってみ
たいです。わけは、ジェットコースターに乗ったことがないからです。ジェットコース
ターの中でもスペースマウンテンに乗ってみたいです。（わかば 坂口 恵）
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おめでとうございます！ 6 月 24 日「珠洲市学童野球連盟会長旗争奪大会」、
「珠洲市ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季交歓会」
、両大会で優勝しました。

JCB 珠洲 優勝 北國新聞（6.25）
ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
女子の部 優勝
凱旋ﾊﾟﾚｰﾄﾞ風景
（6.25）

