令和３年度

令和３年８月 25 日

木野東小学校「学校だより」

発行：音更町立木野東小学校（音更町木野東通５丁目６番地

電話(31)1628

第５号

FAX(31)1629）

校長

舘

田

真

17 日の学校再開とともに、子供達の笑顔と歓声が戻り
ました。いつものことながら、子供あっての学校であると
つくづく思います。長丁場の２学期となりますが、引き続
き皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
さて、７月 23 日から 17 日間に渡って開催された東
京五輪。無観客開催の競技が多かったものの、世界の頂点
を目指すアスリートの姿は実に美しく、改めて彼らが示
したスポーツの価値の大きさを感じました。史上最多のメダル獲得となった日本選手の活躍に、
国内に漂う閉塞感を打破するかのごとく喝采を送った人は、私を含め多かったことでしょう。
五輪が終わり、昨日はパラリンピックが開幕しました。パラ選手が見せる最高のパフォーマン
スに期待が膨らむ一方で、気持ちが晴れない自分がいます。緊急事態宣言下で国際的な大イベン
トを開催すべきかという当初からの疑問が拭えないからです。五輪憲章が謳う「人間の尊厳の保
持」、大会理念の「多様性と調和」の面から考えても、どうしても矛盾を感じざるを得ません。記
録的酷暑の中での過酷なレースは、
「アスリートファースト」とはかけ離れたものとなりました。
事前キャンプの中止や競技開始時刻の変更等で多くの外国選手が調整に苦労し、公平な競技環境
の提供の面で疑問符がつきました。政府や組織委員会が重ねてアナウンスしてきた「安心・安全
な五輪の実現」も、バブル方式の感染症対策の形骸化が指摘され、後手後手の対応が目立ちまし
た。医療資源を五輪に割くこととなり、逼迫する医療体制への負荷はどれほどだったのでしょう。
皮肉なことに、連日メディアで取り上げられる日本選手の活躍が、感染拡大防止と矛盾したメッ
セージを与えることにもなったと思われてなりません。さらには、無観客開催が選手とファンを
引き離し、SNS による選手への誹謗中傷等は、五輪開催を巡る国内外世論の分断が生み出したよ
うにも感じます。他方で、ジェンダーへの理解と対応の柔軟性、女子選手のユニフォームや人種
差別への抗議行為等、従前の概念から大きく前進させたプラスの面もありました。
五輪を巡る問題の縮図は、正に学校そのものではないでしょうか。「人間の尊厳」
「多様性と調
和」の他、言い換えて、
「子供ファースト」
「安心・安全な学校」
「反差別・反偏見」等、すべて学
校に当てはまるものばかりです。東京五輪でのさまざまな対応を鑑とし、子供達の成長に携わる
我々だからこそ先見性を常に意識し、分断ではなく統一的・協働的な取組を進めていくことが重
要です。今後も、保護者・地域の皆さんとの理念の共有、協働体制の構築に努め、正しいアナウ
ンス（情報提供）と迅速な対応を心がけ、持続可能な教育を推し進める必要があると改めて考え
させられた東京五輪でした。
合い言葉

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

コロナ禍で全校児童が一堂に会するのは難しいため、１学期終業式と２学期始業式はリモ
ートで行いました。これまで児童総会や教育実習生の着任式等でも活用してきましたが、タ
ブレット端末を通して全校に向けて話すことはかなり緊張することと思います。そのような
中でも、司会の児童会三役や学年代表が１学期の思い出や休み中に楽しみなことをしっかり
と話す姿を見てとても頼もしく感じました。
今年は 27 日間の夏休みでした。ご家庭でのお子さん
の様子はいかがでしたでしょうか。目標に向かって取
り組むことは大切ですが、予定通りにならない場合に
どのように修正を図るかを考えることも大切です。
２学期は、１学期児童一人一人の成長をベースに、
個に応じた伸長を一層図ってまいります。

子供達が休み中に取り組んだ作品や自由研究を一堂
に展示する「作品展」は、残念ながら昨年度同様、保
護者の皆様にご覧いただくことなく終了しました。
じっくりと時間をかけて取り組んだだけあり、どれ
も個性があふれ力強い作品となっていました。中でも
感心したのは自由研究。興味があること、普段から不思議に感じていたことをしっかり調べて
手書きや ICT でまとめたり、実験の結果から導き出した自分の考察を加えたりするなど、これ
までの学校での学びを活かした取組が多く、大変感心しました。また、作品展に併せて、各学
年・学級では友達の作品の良いところを鑑賞する学習に取り組んだり、次回の取組の参考とな
る作品を考えさせたりするなどの指導も行っています。
冬休み作品展は保護者の皆様にも観ていただけるよう状況が好転していることを祈ります。

先日文書でお伝えし、また、既に報道されご存知のことと思いますが、再度お知らせします。
【生理用品】
これまでも本校では、児童が忘れたり、突然なってしまったりする場合等に備え、保
健室での個別対応を行ってきました。これに加え今週から、女子トイレへの掲示と意思
表示カードを設置し、希望者がより受け取りやすい環境を整えております。また、配布
の際には、児童のプライバシーに十分に配慮してまいります。
【児童の早退】
次の対応が加わります。町内統一した措置ですので、ご理解とご協力をお願いします。
現行 「発熱等の風邪症状による体調不良で欠席する場合、本人及び兄弟姉妹も欠席」

＋（プラス）
追加 「登校後、発熱等の風邪症状による体調不良があった場合、
本人及び兄弟姉妹（中学生含む）も早退する」

合い言葉

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

５年 前川 大和 さん
第 31 回日本クラシック音楽コンクール
小学校５・６年Ａコース 入賞(合格)

１年 工藤 瑠七 さん・３年 工藤 陽輝 さん
第 40 回毎日こどもﾋﾟｱﾉｺﾝｸｰﾙ 奨励賞

６年 川井 柚芽 さん
ヴィクトワールバレエコンペティション
札幌 2021 小学生Ｂの部 第４位
この後、ベルギー、オーストラ
リア、ドイツで開催される世界トッ
プクラスのバレエ講師陣からの
レッスンを受講できる権利を獲得
しました。すごいですね！

感染症対策を講 じなが ら各種大会も再開しま した。
先月から今月にかけ、芸術 ・スポ ーツ等 で本校児童 の幅広 い
活躍が みられま した。

４年 九本 宗輔 さん
第 39 回北海道小学生陸上競技大会
４年男子 800ｍ 第５位

５年 石川
栞 さん
第 39 回北海道小学生陸上競技大会
５年女子 100ｍ 第７位
５年女子 ４×100ｍR 第２位

木野東ブルーサンダーズ
第 36 回管内町村少年野球大会･音更大会
優 勝

音更ユニオンＢ 音更ユニオンＡ
U-８ 佐々木畜産カップ 2021
優 勝 ・ 準優勝
今年度３人目の教育実習生 新町 綾斗さん
（北海道教育大学釧路校３年生）が来ました。
本校の卒業生です。これから３年３組の三瓶
学級を中心に４週間体験実習で学んでいくこ
ととなります。約 190cm の伸長と甘いマス
クは、すでに子供達からも大人気です。早速
23 日昼の放送でリモートを活用して全校に
紹介されました。

合い言葉

新町綾斗（しんまち あやと）
と申します。３年３組を中心に、
様々な教室でお世話になりま
す。皆様の大切なお子様と楽し
みながら、たくさん学びたいと
考えております。４週間よろしく
お願いいたします。

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

学校生活 の 一端を紹介す る コーナ ー。
各学年 の多彩な表情をお伝えします！
１日(水) 朝の交通安全指導
川の学習(５年 他３・６日)
２日(木) ALT(５年) 避難訓練 SC 来校
３日(金) 児童会活動
6 日(月) 職員会議
７日(火) 写生会(１年) 研修会議
８日(水) 知能検査(１年) 放課後子ども教室
９日(木) SC 来校 クラブ活動
10 日(金) NPO 外国語(５年) 複数下校
初任段階研修(足寄小)
評価業務(～14 日)
13 日(月) NPO 外国語活動(３年)
２年生活科体験学習(～15 日)

15 日(水) NPO 外国語(６年) PT 来校
16 日(木) ５年宿泊学習(～17 日)
NPO 外国語活動(４年)
毛筆授業(６年 ～17 日)
２年生活科体験学習
20 日(月) 敬老の日
22 日(水) ６年見学学習(～28 日)
23 日(木) 春分の日
24 日(金) １年生活科体験学習 ALT(３年)
27 日(月) ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ特割開始
理科校外学習(５年)
28 日(火) 毛筆授業(４年 ～29 日)
30 日(木) ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ総練習(低)
後期児童会役員選挙
学校寄席(４～６年) PTA 五役会議

最後までお読みいただき拝謝。１学期中に１巡し、２学期からは２巡目に入ります。
今号は、管理職と低学年ブロック、そして、「自分もぜひ」と意欲満々の職員１名が
担当します。いつもながらですが、誰の一言か解明ください。

＊ 酷暑に耐え切れず８月上旬にエアコン設置。途端に涼夏。このまま秋突入は寂しい。 (T.S)
＊ 読みそびれていた本をひらきました。「人はみな大河の一滴」心地よく響きました。 (F.A)
＊ 京都にいる息子は、北海道物産展でバイト中。でも、北海道では⾒たことがないらしい…。 (S.N)
＊ 高齢の⺟が⼆度のワクチン接種を終え、遠方より我が家に来ました。久しぶりでした。 (T.A)
＊ 夏休み中にダイエットして５㎏減らす予定が失敗です。蒸し暑い日が続き、飲みすぎました…。 (S.H)
＊ 最近コンタクトを作りました。めがねを使わないってのは、楽ですね。 (Y.N)
＊ 夏休み中は、スキルアップのため猛勉強。暑さと⽼眼に・・・(泣)。 (W.M)
＊ 夏休みにクッキーを作りました。祖⺟がとても喜んでくれて嬉しかったです・(M.R)
＊ TV でサンドウィッチマンをみると元気が出ます。特に、富澤さんにいやされます・(T.T)
＊ 夏休みは３人の子と一緒に公園めぐり︕更別、忠類、本別がおすすめ︕楽しいですよ☆ (A.M)
＊ キャンプ２回⾏けました。早朝カラスの声で起こされ…爽やかな空気を吸えました!! (H.M)
＊ with コロナから without コロナに向けて乗りこえていきたいです。 (M.R)
＊ 肩こりに悩んでいます。電気や針を試しましたが、解消されず…。お祓いでもと考えています。 (M.M)

合い言葉

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

