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新年明けまして おめでとうございます
保護者、地域の皆様には、穏やかな佳き初春をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
今年は、寅（虎）年。虎にまつわる諺には、
○虎は千里往って千里還る
○虎は死して皮を残し、人は死して名を残す
○虎の尾を踏む
○虎の威を借る狐
○虎を（千里の）野に放つ
などたくさんありますが、どれも虎の生命力、力強さといった”逞しさ”を感じます。こ
のような虎にあやかり、本校の教育目標「かしこく ゆたかに たくましく」を目指す子
供の育成に向け、積極的な教育活動を推進してまいります。本年も、本校の教育活動にご
理解、ご協力をくださいますよう、お願い申し上げます。
年末年始の人の活動の活性化に伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大傾向が著しくな
ってまいりました。国や県の動きを注視しつつ川越市教育委員会の方針等も踏まえなが
ら、換気や手指消毒、ソーシャルディスタンス等、基本的な感染予防対策を徹底し慎重か
つ安全に教育活動を実施してまいります。
ところで、埼玉の偉人渋沢栄一を取り上げたＮＨＫ大河ドラマ「青天を衝け」が、昨年
末最終回を迎えました。主人公渋沢栄一が、最終回のエピソードの中で、関東大震災後に
中国から受けた恩に報いるために、その後に中国で起きた水害を救援する募金を日本国民
にラジオで呼びかける場面がありました。彼が語ったスピーチの一節が私にとってはとて
も印象的でしたので以下に引用します。
私が言いたいことは、ちっとも難しいことではありません。手を取り合いましょう。困っている人がいれば、
助け合いましょう。人は人を思いやる心を、誰かが苦しめば胸が痛み、誰かが救われれば温かくなる心を、当た
り前にもっている。助け合うんだい。仲よくすんべえ。そうでねえと、父っさまや母っさまに叱られる。皆で、
手を取り合いましょう。皆がうれしいのが、一番なんだで。どうか、切に、切にお願いを申し上げます。

ドラマであるので様々な脚色はあると思いますが、渋沢栄一の『論語と算盤』の中に随
所に見られる忠恕の心を表現していると感じました。
「まごころ・おもいやり」を意味するこの忠恕は、令和３年１月に中央教育審議会答申
で示された「令和の日本型学校教育」を支えるものとなると考えます。この忠恕の心など
が基盤となった上で、一人一人の子供たちが、自分のよさや可能性を認識するとともに、
あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変
化を乗り越え、豊かな人生を切り拓いていくことができるようになることが重要であると
思っています。南古谷小学校の全教育活動において、その素地をしっかりと培っていける
よう全職員で取り組んでまいります。
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＜６年生 修学旅行＞
令和３年１２月３日
（金）、６年生が修学
旅行に行ってきました。
栃木県日光市方面に向
かい、東武ワールドス
クエアと日光東照宮を
訪れ、ここでしか見聞
することのできない文
化や歴史をたっぷりと
堪能しました。
東武ワールドスクエアのグループ行動で集合時刻を意
識して協力的に見学する姿、日光東照宮の歴史的建造物に
ついて説明するガイドさんの話をじっくりと聞き入る姿、
最高学年の「学び修め」にふさわしい一致団結した６年生
の態度は、本当に誇らしいものでした。
卒業に向けて駆け抜ける３学期、少しでも多くの足跡を
下級生に残して欲しいと願っています。

＜２月の授業参観・懇談会について＞
授業参観・懇談会を以下の通り行います。授業参観につ
いて、お子様がどの時間帯に割り当てられているかは、学
年だよりで連絡いたします。
月／日（曜）
学年
時間
授業参観

２／ １（火）

１～3 年、くす
４～６年

懇談会

２／２１（月）
２／2４（木）

５・6 年
３・４年

２・３時間目
５・6 時間目
１５：３０～
各教室にて

２／２５（金） １・２年、くす
※授業参観は、指定された時間のみ参観してください。
※懇談会は、教室にて実施する予定です。学年だよりにて
お知らせします。

生活目標 「だまってそうじをしよう」

来校時のお願い
・１児童１名の保護者様のご来校をお願いいたします。
・授業開始１０分前になりましたら、上履き及び名札を
お持ちになり、１階児童昇降口よりお入りください。
令和３年１２月１３日（月）、ＰＴＡ保健・環境交通委
・指定された時間のみ、参観いただけます。参観時間が
員会と４年生保護者ボランティアの皆さんに、校内のトイ
終了しましたら、速やかな退出をお願いいたします。
レ清掃を行っていただきました。
・休み時間等に、お子様と接触はしないでください。
通常の清掃活動では行き届かない頑固な汚れが、１時間
・来校前に検温及び健康観察をお願いいたします。発
の作業を経てすっかり
熱・感染疑いの症状がある場合は、参加を取りやめて
きれいになりました。
ください。
・来校時はできる限りマスクを着用してください。
寒い中トイレ清掃にご
・自転車は、所定の場所に整頓してとめてください。
協力いただいた皆様、
・自動車での来校はできません。
安全上の問題となるた
子供たちのためにご尽
め、切にご理解ご協力をお願いいたします。また、東
力いただき誠にありが
邦音楽大学、周辺の商業施設や路上等への駐車は、絶
とうございました。
対におやめください。
以下、埼玉県教育委員会からのネットトラブル注意報（第７～９号）を掲載いたします。

＜ＰＴＡトイレ清掃＞

令和3年度ネットトラブル注意報(第7号)

他人の情報を勝手に使ってはいけません
埼玉県教育委員会
インターネットでは、ボタンひとつで投稿やコピーなど、さまざまなことができてしまうため、あ
まり深く考えずに他人の情報を使ってしまうこともあります。しかし、たとえインターネット上で
あっても、他人の情報を勝手に使ってはいけません。場合によっては、トラブルに発展したり法に触
れたりすることもあります。

他人の情報を勝手に使ったケース
インターネット上で起こりがちな、他人の情報を勝手に使ったケースを紹介します。

友だちの写真や動画を許可なく投稿
インターネット上のサービスは、不特定多数の人た
ちが見ることができる場です。そうした場に、自分が
写った写真や動画を載せたくないと考えている人はた
くさんいます。また、何か事情があって、自分のその
日の行動を他の人に知られたくないと考えている人も
いるかもしれません。
そのため、どれだけ仲がいい友だちでも、本人の許
可なく写真や動画を投稿すると、けんかなどのトラブ
ルになることがあります。

A子
＠×××××

昨日一緒に海
行ったよ！
楽しかった♪

なんで勝手に載せるの？
他の友だちからの誘いを
断って行ったから、その子
に知られたくないのに……

インターネット上の文章や写真をコピーし、無断でSNSに投稿
誰かが創作した文章や写真などを、創作した人の許
可なく使用すると、著作権の侵害となる可能性があり
ます。これは商品として売り出されているものに限っ
た話ではありません。誰かがSNSなどに投稿した文章
や写真などでも同様です。
インターネット上には、創作した人が許可した写真
など誰でも自由に使っていいものもありますが、そう
したもの以外はすべて、勝手に使ってはいけないと覚
えておきましょう。

この人のブログに載ってる写真
いいなあ。SNSのアイコンに使
おう！

友だちのSNSのアカウントにログインし、投稿
パスワードを推測したり、本人から聞き出したりし
て、友だちのSNSのアカウントに無断でログインし、
悪ふざけのつもりで投稿するというケースがあります。
しかし、他人のID・パスワードを使って、アクセス
権限のないサービスに不正にログインすることは、法
律によって禁止されており、罪に問われることもあり
ます。

B子の誕生日で
ログインできた♪

他人が写った写真や動画を投稿するには本人の許可が必要なこと、他人の文章や
写真などを無許可で使ってはいけないことを頭に入れておきましょう。また、家族
や友だちのものでも、他人のアカウントは絶対に使わないように注意してください。
※本資料は、埼玉県教育委員会の委託により、PITCREW株式会社が作成したものです。
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令和3年度ネットトラブル注意報(第8号)

位置情報共有アプリについて
埼玉県教育委員会
利用者同士でお互いの居場所を確認し合える、位置情報共有アプリが若者を中心に人気を呼んでい
ます。友だちとの待ち合わせに便利ですし、災害時の安否確認にも使えて、とても役に立つアプリで
すが、使い方によっては、トラブルのきっかけとなることもあります。

位置情報共有アプリの機能について
位置情報共有アプリの機能はサービスごとに違いますが、機能の例としては以下のようなものがあ
げられます。

位置情報共有アプリの機能の例
・友だちの現在地と、その場所での滞在時間を確認できる
・友だちとメッセージのやりとりができる
・友だちのスマートフォンの電池の残量を確認できる
・一部の友だちに、自分の位置情報を知らせなくしたり、
大まかな場所しか知らせないようにしたりできる

A男近くにいた！

このような機能があるため、誰か遊びに誘いたいときに、
近くにいる友だちを探したり、スマートフォンを落として
しまったときに、どこにあるか友だちに確認してもらった
りといった使い方ができます。

こんなトラブルが起きることも……
位置情報共有アプリの利用をきっかけに起きるトラブルに
は、どのようなものがあるのでしょうか。
ひとつは、友だち同士でのトラブルです。例えば、「○○
に行くって言ってたのに、違うところにいる」ということが
わかったり、他の友だちには居場所を公開していたのに、あ
る友だちにだけ知らせない設定にしていたことが発覚したり
といったことから、けんかなどのトラブルになってしまうこ
とがあります。

今日習い事だって
言ってたのに、遊
びに行ってるじゃ
ん！

それからもうひとつは、ストーカー被害です。位置情報共
有アプリを使っていると、知らない人から突然友だち申請が
くることがありますし、中には自分のIDをSNS上で公開して
友だち申請を求めている人もいます。
そのようにして友だちになった面識のない人から、「毎日
いる同じ場所」ということで自宅や学校が特定され、ストー
カー被害を受けてしまうという事案が発生しています。

位置情報共有アプリは便利な反面、トラブルのきっかけとなることがあります。
そのことを頭に入れ、面識のない人とはつながらないこと、自分のIDをインター
ネット上に載せないこと、友だち同士でトラブルになるような使い方はしないこと
に注意してください。
※本資料は、埼玉県教育委員会の委託により、PITCREW株式会社が作成したものです。
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令和3年度ネットトラブル注意報(第9号)

「SNS疲れ」について
埼玉県教育委員会
「SNS疲れ」という言葉を聞いたことはありませんか。SNSでの人とのつながりに疲れて、SNSを
使うことが負担になってしまう状態のことを言います。「SNS疲れ」を感じる利用者は増えており、
SNSを日常的に利用しているみなさんにとっても見逃せない問題となっています。

「SNS疲れ」とはどんなもの？
「SNS疲れ」とは実際にどのようなものなのでしょうか。代表的な「SNS疲れ」の例を以下に紹介
します。

・SNSでの友だちの数や、投稿に対する「いいね」や
コメントの数を必要以上に気にしてしまう
SNSでは友だちの数や、投稿に対する「いいね」や
コメントの数が数値として表示されます。こうした数
の多さを、自分が他人から認められた証だと考えてい
る利用者は多くいます。そのため、友だちの数が減っ
たことにショックを受けたり、自分の投稿に「いい
ね」がなかなかつかないことに落ち込んだりと、そう
した数を気にしすぎてストレスをためてしまうことが
あります。

A子の投稿、
またたくさん
「いいね」さ
れてる……私
の投稿には全
然「いいね」
つかないのに
……

・他の利用者の楽しそうな投稿を見て、嫉妬してしまう
SNSを利用していると、さまざまな利用者の投稿が
目に入ってきます。中には、楽しかった日々の記録ば
かりを投稿している利用者もいるのですが、そうした
投稿を目にし、自分の生活と比べて嫉妬してしまう人
もいます。
・友だちの投稿に「いいね」やコメントをしなくてはい
けないと、プレッシャーを感じてしまう
一部の利用者たちのあいだでは、友だち同士で必ず
投稿に「いいね」やコメントをし合うことが暗黙の了
解になっていることがあります。しかし、友だちの投
稿に毎回「いいね」やコメントをするのは、とても大
変です。それがプレッシャーになってしまう人も少な
くありません。

みんないろん
なとこに遊び
に行ってて、
楽しそうだな
……

もう寝たいんだけど、
コメントしないと、
B子怒りそうだしなあ
……

「SNS疲れ」にならないように、以下の3点を頭に入れておきましょう
・SNSでの友だちの数や「いいね」、コメントの数は他人からの評価の指標で
はありません。
・SNSに投稿されている場面は、その利用者の日常の一部です。楽しそうに見
えても、常にそういう生活を送っているわけではありません。
・いくら仲が良い友だちでも、すべての投稿に「いいね」やコメントをしなく
てはいけないわけではありません。

SNSはあくまで自分が楽しむためのツールです。利用する際は、周りからの反応
にふりまわされずに、自分のペースで楽しく使うことを意識しましょう。
※本資料は、埼玉県教育委員会の委託により、PITCREW株式会社が作成したものです。
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