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１学期も残り約１か月となりました。
「まん延防止等重点
措置」へ再移行し、学校行事や体験学習は可能とはなるもの
の、実質的には２学期以降となり、子供達の成長に必要な体
験活動をさせられないまま夏休みを迎えそうです。目下、来
月の修学旅行に向け、感染症対策を再徹底しています。引き
続き、健康観察や体調管理等のご協力をお願いします。
さて、８日に町青少年係から１通のメールをいただきま
した。以下はその内容です。
巡視中に感動した風景
本日、宝来中央公園を巡視していたところ、用具を持ってゴミ拾いをしている２名の男子児
童がおりました。自発的にゴミ拾いをしている児童は珍しかったので、ボランティアのクラブ
かと思い、褒めようとしたところ、「公園にゴミがたくさん落ちているのが気になったので、
自分たちが拾っています」とのことでした。
自発的に率先して、誰に言われるでもなく公共施設を清掃しようとする態度に、当然指示を
受けて行っているのだろうと思った私達は衝撃と感動を受けました。
あまりこのようなことを報告することはなかったのですが、大きな感動をいただきましたの
で報告させていただきます。(６年生の反田光希くん、髙崎凌空くん なかなかの好青年でした)
髙崎凌空くんとお父さんが公園のゴミの散乱を気にかけ、清掃する予定であることを反田光希
くんに伝えたところ、一緒にやろうと意気投合。自宅からゴミ袋やトングを持参し、行動に移し
たとのことです（２人は翌日にも別の公園のゴミ拾いをしたそうです）。このような「善行」の報
告は大変に希少で喜ばしく、２人の「功績」を学級でも校長室でも大いに褒め称えたところです。
学校にお寄せいただくご意見は、学校が把握していない情報も多く、大変貴重でありがたいも
のです。情報に対しては可能な限り迅速に事実確認をし、学級指導に活かすと同時に、家庭との
共有に努めています。しかしながら、その多くは悪戯や迷惑行為等へのいわゆる「苦情」が圧倒
的です。そもそも学校が仲介すべき内容なのかと疑問にさえ感じます。最近では、走行中の車へ
の投石、路上での遊び、公園の遊具の使い方、公園付近の自転車の停め方等々多岐に渡りました。
また、本人の同意なしに YOUTUBE に動画をアップした事案の報告も聞かれます。
子供達の悪戯の多くは興味本位から始まり、悪意もなく行うことが多いものです。やってしま
った〝失敗〟を咎めるのではなく、その都度タイムリーに自分の行為を振り返らせることが、道
徳的判断力を養い、
「生きる力」を育むことになります。地域の大人から間をおかずに「指導」い
ただくことが最大の教育効果を生みます。まさに「地域の子供は地域で育てる」です。少子化や
社会情勢の変化に伴い、地域の教育力の低下が指摘されて久しいところですが、これからの時代
は地域の教育力の再構築が求められます。これは、次年度以降本校に導入される「学校運営協議
会（コミュニティ・スクール CS）
」への一歩にもなります。
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右表は、先日実施した「いじめアンケート調査」の結果です。
発達段階により差はあるものの、全校で約５人に１人が「４月か
ら嫌な思いをした」経験ありと回答し、その半数以上が「今も嫌
な思いが継続」していると回答しています。
「いじめは、どの子にも、どの学校にも起こり得る」との認識
のもと、本校でも日常生活や学習活動における心の教育を通して
未然防止に努めています。本調査結果を受け、改めて学級担任が
対象児童一人一人から内容の詳細を聞き取った結果、幸いにして
重大な犯罪や被害に直結する事案はありませんでした。傍から見
ると軽微でも、当該児童にとっては大きな苦痛です。その解消に
向け、いじめを許さない学級風土づくりを継続してまいります。

学 年

嫌な思い

１学年
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２学年
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４学年
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５学年
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9.1％

６学年

4.7％

40.0％
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51.9％
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「いじめ」とは「当該児童が、一定の人間関係のある他の児童が行う心理的、物理的な影響
を与える行為（インターネットも含む）であり、対象児童が心身の苦痛を感じているもの」と
定義されています。今後も、あらゆる機会を捉えて子供が発する危険信号を鋭敏に感知し、子
供の心に寄り添った指導に努めてまいります。ご家庭でもお子様の様子で気になる面が見られ
ましたら学校までご連絡願います。

先週「通信環境の確認について」
（18 日付文書）でお伝えしましたとおり、本日、全校に先が
けて高学年がタブレット端末を持ち帰りました。これは、夏季休業や臨時休業時の本格的な持ち
帰りに向けた試験的な措置となります（中学年は来週２日、低学年は２学期以降の予定）ので、
その間にご家庭の通信環境を整備いただき、ご家庭の Wi-Fi への接続をご確認願います。
【持ち帰り日程】 高学年 ～ ６/25（金）
中学年 ～ ７/２（金）
※ 学習で使用するので、翌週月曜日には必ず戻してください
【取り組む内容】 １ 家の Wi-Fi に接続する（別紙プリント「接続手順」を参照ください）
２ 「Classroom」でメッセージ、健康調査アンケートに取り組む
※ 通信環境が未整備の場合は、確認は不可能となります
３ 担任から出された課題に取り組む（簡単な課題＋アプリの使用）
※ まずは、いろいろと使って慣れることが大切です
【留 意 点 等】 ① 「タブレット端末活用のルール」をご確認ください。特に、健康面へ
の配慮をお願いします（使用時間や休憩時間、姿勢等）
② 登下校時のタブレット端末の扱いについても一声かけてあげてください
③ インターネット等による外部とのつながりや個人情報の扱いについて
も正しく安全に使用できるよう適切に指導願います
※ いずれも学校で指導している内容ですが、再度ご確認願います
【そ の 他】 ・ ３～６年生は終業式（７/20）にタブレット端末を持ち帰ります。今回
未整備のご家庭は、それまでに通信環境の整備をお願いします
・ タブレット端末は音更町より貸与されているものです。扱いは慎重に
・ 使用中に不具合が生じたり故障したりした場合は、すぐに使用を中止
し、学校まで連絡願います
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21 日、修学旅⾏に向けた「保護者説明会」を実施しました。緊急事態宣⾔延⻑に伴い日程変
更となりましたが、当日は多くの保護者にご参集いただきました。
修学旅⾏の教育的価値は高く、これまでの学びの集大成となる学校⾏事であるだけに、実施
の可否については多くの方が心配されていたことと思います。町教育委員会とも協議を重ね、
「まん延防止等重点措置」への移⾏、道の感染者数の推移、本町・本校や目的地の感染状況、
移動中や受入先の感染症対策等を勘案し、予定の日程どおり実施できる⾒通しです。ただし、
今後の感染状況をみながら、当日の朝ぎりぎりまで可否の判断が続くこととなります。
この状況下、⾏程や⾷事等の面での制約・制限が課せられ、従来の形での実施は叶いません
が、実の多い２日間とできるよう、学校としても万全の準備を進めてまいります。改めて全校
児童の健康管理、感染症対策の徹底についてご家庭でのご協⼒をお願いいたします。

＝＝＝

修学旅行の行程

＝＝＝

【７月１日(木)】
【７月２日(金)】
７︓15 学校出発（途中２回休憩）
６︓00 起 床
10︓30 ⺠族共⽣象徴空間「ウポポイ」 ８︓00 登別地獄谷散策
12︓50 昼 ⾷
９︓00 伊達時代村
14︓20 北⻩⾦⾙塚公園・資料館
11︓45 登別マリンパークニクス
16︓30 登別温泉ホテル万世閣
15︓00 登別出発（途中２回休憩）
22︓30 就 寝
18︓15 解散式（18︓30 解散予定）

西山京杜さん（５月末より２年３組で実習）、
平賀璃寿夢さん（６月より４年１組で実習）の２
名の教育実習が 18 日で終わりました。２人とも
本校卒業生だけあり、子供達と打ち解けるのも早
く、登校時や休み時間も大人気でした。緻密に準
備して臨んだ研究授業も無事に終え、「この実習
を通し、将来先生になるという想いをさらに強く
した」と語る姿から、内容の濃い充実した実習期
間であったことがうかがえます。
平賀さんは今月末に北海道の教員採用試験を、
また、西山さんは来月中旬に東京都の教員採用試
験を、それぞれ受験することになります。２人揃
っての朗報を期待しています。なお、２学期には
３年生で教育実習生を受け入れる予定です。
「緊急事態宣言」発令中の少年団活動は「原則休止」となっていたことから、練習はおろか
予定されていた全ての大会が延期や中止となってしまいました。そのため、子供達の学校内外
での活躍を紹介する今号の「かがやく木野東っ子！」も残念ながら中止となります。
21 日から少年団活動も再開となりました。まだまだ活動の制限を強いられる状況は続きま
すが、多方面での子供達の活躍を紹介できる日が早く戻ることを願っています。
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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！

１～２日
１日(木)
２日(金)
５日(月)
６日(火)
８日(木)
９日(金)
12 日(月)

14 日(水) 外国語 NPO（３年）
15 日(木) 外国語 NPO（６年）
16 日(金) 児童会活動 外国語 NPO（５年）
18 日(日) 管内 PTA 研究大会（清水大会）
６学年修学旅行（胆振方面）
朝の交通指導 外国語 NPO（５年） 19 日(月) クラブ活動
20 日(火) 第１学期終業式 大掃除
保護者面談（～15 日）
21 日(水) 夏季休業（～８/16）
職員会議 放課後子ども教室
22 日(木) 海の日
PTA 五役会議
23 日(金) スポーツの日
クラブ活動
28～30 日 初任段階教員研修
児童会活動
外国語 NPO（４年）ハイパーQ-U 30 日(金) 管内教頭研究協議会
最後までお読みいただき拝謝。最後の一服として、教職員のつぶやきや雑感などを紹介
します。今月は管理職３名と高学年ブロックの先生の担当です。先生個々の特性が垣間
見えることを期待して…。恒例のイニシャルトーク。さて、誰の一言でしょうか。

＊ 毎朝１年⽣○○君が来室。入退室の仕方も目を⾒張る上達ぶり。ひと時の会話が朝の energy 源。 (T.S)
＊ 久々にクワガタ採りに出かけました。穴場の公園はコロナでクローズ!!息子は高２です。 (F.A)
＊ 休日はすっかり家にいることが多くなりました。宣⾔明けても⾏くところがありません…。 (S.N)
＊ フルーツ大好きな私。スイカ、サクランボなど毎日⾷べても⾷べ飽きません…幸せのひと時♡ (S.M)
＊ 我が家のスティホームは、ドリフの DVD 鑑賞です!! 昭和ってステキです。 (A.M)
＊ BTS のアルバム発売に盛り上がる妻と娘にはさまれている今日この頃です。 (N.K)
＊ 大きな声で、思いっきり、歌をうたえる日が

早く来ないかなぁ︕と願うこのごろ。 (I.K)

＊ 支援する⽴場のはずが、授業が面白くて、ついつい児童と一緒に受けてしまいます。汗…。 (M.N)
＊ 昨年のサンタさんにもらった焚き火台。いまだ使用できず。点火式はいつになるやら…。 (S.M)
＊ 植物たちでジャングル化している我が家ですが、日々の成⻑に心が癒されています。 (N.S)
＊ クラスの数名の⼥の子「先⽣はダイエット中だから野菜多めで︕」ダイエットしてないけど…。 (S.D)
＊ 娘と数学のベクトルの話題になり、昔、UFO ベクトルという解き方があったことを思い出した。 (K.K)
＊ 地図帳 37ｐの埼玉県㋒の②の中に、私の名前と同じ名前の町があります。小さいですよ︕ (K.N)
＊ お花を持っていた１年⽣。「きれいだね。」と声をかけると、「ありがとう、おじいちゃん。」……。 (I.T)
＊ 好きな教育の世界に身を置きながらも、少しずつ自分の時間が増え、幸せな今日この頃。 (O.K)
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