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今年は全国的にも雪の多い冬となりましたが、庭先の梅のつぼみは一つ一つ膨らみ、一輪また一輪と花

を咲かせ始めています。春の足音が大きく聞こえてきました。 

新型コロナウイルスの感染状況を常に意識しながらの日々ですが、先日は、オンラインでの懇談会にご

参加いただきありがとうございました。短時間でしたし、実際の児童の姿をご覧いただくことはできませ

んでしたが、１年間の成果や課題、活動の様子等をお伝えできたと思います。 

そのような中で、令和３年度も残り１ヶ月となりました。６年生の登校も、１７日を残すのみとなりま

した。保護者、地域の皆様には、本年度も南古谷小学校の教育活動に温かいご理解と力強いご支援をいた

だきました。ありがとうございました。特に、育成会の活動の中で、児童の登校に合わせて児童の安全を

見守っていただきました皆様には、心から感謝申し上げます。 

さて、この時期は学年の締めくくり、１年間のまとめです。学校では、１年間を振り返り、この学年で

お世話になった多くの方に、なかよし（縦割り）活動、クラブ・委員会活動でリードしてくれた６年生に、

１年間過ごした教室にそれぞれ感謝の気持ちをもたせるようにしています。『師と友』という書物の中で、

安岡正篤氏が以下のような言葉を残しています。 

【感恩の心】 

人は思えば思うほど、いろいろの「お陰」で自分というものができていることが分かる。そこで、こ

のいろいろな「お陰」でできた自分だから、いろいろ報いなければならない。我々は天地の恩、人間の

恩、道の恩、教の恩など、あらゆる恩の中にある。これにたえず報いてゆくのが生活である。 

人は決して一人では生きてはいけないことに気付き、自分を取り巻くすべての事物に感謝し生活すべ

きことを説いていると思います。感謝することは、幸せを感じること、ありがたさを感じることであり、

これから子供たちが生きる未来社会をつくるキーワードです。感謝の気持ちを表す最良で、美しい日本

語、「ありがとう」のたくさん言える子供でいて欲しいと願っています。 

ところで、先日、２０２２北京冬季オリンピックが閉幕しました。様々な競技で、瞠目に値する選手の

活躍がありました。スノーボードのハーフパイプで金メダルを獲得した平野歩夢選手は見ていて凄みを

感じました。スケートボードとの二刀流をこなしながら、その裏にある練習に費やした膨大な時間や流し

た汗に思いを巡らし、「人類史上最高難度」の技に時の重み、熱き気概を感じました。スピードスケート

女子で５種目出場の高木美帆選手は、最後の１０００メートルで死力を尽くした末に栄光を手にしまし

た。１５歳で五輪に初出場してから１２年の歳月の中で、常に自分を奮い立たせ、競技に費やした人生を

思うと感動を覚えました。フィギュアスケートの羽生結弦選手は、足の痛みをこらえて「４回転半ジャン

プ（クワッドアクセル）」に挑戦しました。オリンピック王者としての誇りや重責、応援してくれる人々

の思いを全部受け止めた上での果敢な挑戦に、心が震えました。３名だけでなく、国を代表するアスリー

トには、我々が想像し得ない努力があり、同時に、苦しさや後悔を味わっていると思います。しかし、そ

のような自分を奮い立たせて挑むところに、人としての輝きがあると考えます。苦しくてもくじけずに物

事に立ち向かえる子供たち、希望を抱き何事にも挑戦できる子供たちを育てていきたいと思っています。 

自分を取り巻くすべての事物への「感謝」と自分のできる最大限の「挑戦」の先に「成長」が待ってい

ると信じています。そのような思いを感じられる学校生活、教育活動の充実に取り組んで参ります。 

「感謝」と「挑戦」の先に 



３月行事予定 

※新型コロナウイルスの感染状況により、行事の変更がある

場合がございます。予め、ご了承願います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜３月生活目標 感謝の気持ちを伝え合おう＞ 

１年間の生活や

思い出を振り返り、

友達や家族への感

謝の気持ちを伝え

合う活動が、各学年

で取り組まれてい

ます。 

写真は、４年生が

「２分の１成人式」

に向けて作成した

家族への感謝の絵手紙です。「おいしいご飯を作ってくれ

てありがとう」「一生懸命働いてくれてありがとう」心を

込めて描いた花の絵が、感謝の言葉を引きたてます。 

３月は別れの季節です。卒業式、通学班編成、それにク

ラス替え、「ありがとう」の思いとともに、学年の終わり

を清々しく迎えられるように願っています。 

 

＜１５０周年記念式典に向けて＞ 

令和４年度、本校はいよいよ開校１５０周年を迎えます。

現時点では、地域やＰＴＡ、教職員によって構成された 

「１５０周年記念事業実行委員会」において、長い歴史を

祝うべく式典の内容を検討しているところです。 

また、一人一人の

児童が、母校の伝統

を引き継ぎ、よりよ

い学校づくりを担

っていこうとする

心情を抱くことが

できるように、４月

からの教育活動を

計画しています。 

 現在、５年生の総合の時間では、他学年に先駆けて「も

うすぐ開校１５０周年！南古谷小学校を大切にしよう」と

いう学習に取り組み、学校の歴史を知るとともに、自分に

できることを考え、実践する活動を行っています。こうし

た学びの一つ一つが結び付き、１５０年の歴史を自分事と

して捉え喜びが味わえるように、引き続き励んで参ります。 

 

＜令和４年度当初の予定＞ 

４月 ６日（水）新６年準備登校（午前中） 

   ８日（金）特別日課３時間 始業式 入学式 

  １１日（月）特別日課３時間  

  １２日（火）特別日課５時間 給食開始（２～６年） 

  １４日（木）授業参観・懇談会（５・６年） 

  １５日（金）授業参観（２年）・懇談会（１・２年） 

  １９日（火）授業参観・懇談会（３・４年、くすのき） 

        給食開始（１年） 

※令和４年度年間行事予定は、３月中旬に配布いたします。 

日 曜日 行事等 

１ 火 お話目標朝会 

２ 水 
クラスタイム ６年生を送る会 委員会活動 

卒業式会場準備（５年） 

３ 木 
特別日課５時間  

クラスタイム（１～３年）・チャレンジタイム（４～６年）  

４ 金 
クラスタイム（４～６年）・チャレンジタイム（１～３年） 

奉仕活動（６年） 

５ 土  

６ 日  

７ 月 特別日課 読書タイム  

８ 火 クラスタイム 代表委員会 

９ 水 賞状伝達朝会 クラブ活動 

１０ 木 
特別日課5時間 クラスタイム  「あいさつ」の日 

新通学班編制・集団下校 

１１ 金 クラスタイム 

１２ 土  

１３ 日  

１４ 月 特別日課 読書タイム  

１５ 火 
なかよしタイム 

中学校卒業式 

１６ 水 クラスタイム 

１７ 木 特別日課 クラスタイム 卒業式予行  

１８ 金 クラスタイム 給食最終日（６年） 「あのね」の日 

１９ 土  

２０ 日  

２１ 月 春分の日 

２２ 火 
特別日課５時間 クラスタイム ３時間授業（６年） 

給食最終日（１～５年） 

２３ 水 
特別日課３時間 お別れ式（１～６年）     

卒業式前日準備（５年 弁当持参） 

２４ 木 
特別日課３時間 卒業式・門出式（６年） 

臨時休業日（１～５年） 

２５ 金 臨時日課３時間 修了式 臨時休業日（６年） 

２６ 土 学年末休業日 

２７ 日 学年末休業日 

２８ 月 学年末休業日 

２９ 火 学年末休業日 

３０ 水 学年末休業日 

３１ 木 学年末休業日 

生活目標 「感謝の気持ちを伝え合おう」 

以下、埼玉県教育委員会からのネットトラブル注意報（第１０，１１号）を掲載いたします。 
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令和3年度ネットトラブル注意報(第10号)

写真・動画を投稿する際の注意点

インターネット上でよく見かける、問題のある写真・動画

埼玉県教育委員会

※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。

インターネットに投稿する前に、その写真や動画が問題のあるものではないか確
認し、誰に見られても大丈夫なもの以外は投稿しないように注意しましょう。

SNSなどのサービスには、日々さまざまな写真や動画が投稿されています。みなさんの中にも、自
分で撮影した写真や動画を頻繁に投稿している人がいるのではないでしょうか。しかし、インター
ネットに投稿される写真や動画の中には、問題のあるものも少なくありません。

インターネットに投稿される、問題のある写真や動画とはどういったものなのか、例を紹介します。

・現在地の写真や動画

友だちと遊びにいったときなどに、「今○○に
いる」という記載と共に、今いる場所で撮影した
写真を投稿したり、そのときの状況を撮影した動
画をリアルタイムで投稿したりするケースがあり
ます。こうした写真や動画を投稿すると、投稿を
見た人から居場所を特定され、会いにこられてし
まうことがあります。

A子
＠××××

今B子と○○に
ある□□カフェ
に来てるよ♪

遊びにいった記念に撮影した写真や動画を投稿したいときは、リアルタイムではなく後から投
稿するようにしましょう。

・他者が写り込んだ写真や動画

背景に、顔がはっきりとわかる状態で他者が写
り込んだ写真や動画が投稿されることがあります。
対象の人物がこうした投稿を目にすると、トラブ
ルに発展する可能性があります。

外で撮影するときは、他者の写り込みに注意し
ましょう。他者が写りこんでしまった写真や動画
をどうしても投稿したいときは、個人が判別でき
ないように加工してください。

・撮影禁止場所で撮影した写真や動画

撮影が禁止されているコンサートのステージや、
上映中の映画館のスクリーンなどを撮影した写真
や動画が投稿されることがあります。こうした投
稿をすると、犯罪行為に当たることもあります。

イベントに参加するときや、施設に入るときは、
撮影禁止になっていないか、事前に確認しましょ
う。

・その他にも、テレビ番組を録画したものなどの著作権の侵害となりうる写真・動
画や、公共の場で迷惑行為をしているものなどの不適切な行為に関する写真・動
画などがよく投稿されています。

・インターネットに投稿された写真や動画は簡単に保存できます。自分が投稿した
写真や動画を、まったく面識のない人が保存する可能性があるということを頭に
入れておきましょう。
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令和3年度ネットトラブル注意報(第11号)

インターネット上の情報の信ぴょう性について

インターネット上には、嘘や間違った情報もある

埼玉県教育委員会

※本資料は、埼玉県教育委員会の委託により、ポールトゥウィン株式会社が作成したものです。

インターネット上には嘘や間違った情報もあるということを頭に入れ、インター
ネット上の情報をそのままうのみにするのではなく、自分で情報の正しさを確かめ
るようにしましょう。

インターネットは、とても便利な情報収集ツールです。24時間いつでも最新の情報を入手すること
ができますし、キーワードを打ち込んで検索すれば、それに関連した情報を見ることもできます。し
かしインターネット上の情報には、信ぴょう性が低いものもあるという注意点もあります。

インターネットは誰でも自由に情報を発信することができるメディアです。新聞やテレビなどとは
違い、誰でも情報発信者になることができますし、その情報が正しいかチェックされることもありま
せん。そのため、インターネット上には、嘘や間違った情報もあるのです。

なんか嘘っぽい
けど、おもしろ
いから投稿しよ
う！

こんなふうに書
き換えたら、話
題になりそうだ
な

インターネットには、情報の拡散力が高いという特徴もあり、間違った情報が広く拡散されてしま
うこともめずらしくありません。例えば過去に大きな地震が起きたとき、インターネットに被災者の
不安をあおるような情報が投稿され、多くの人が混乱する事態に発展してしまいました。

インターネットを使って情報収集するときは、以下のような点に気をつけましょう

・正しいかどうかわからない情報は絶対に広めない
・その情報が古いものではないか、情報が掲載された日付を確認する
・情報が掲載されているサイトや、情報の提供元が信頼できるか確認する
・インターネットだけで情報を判断せず、新聞や書籍、テレビなど複数の
メディアから情報を集める

【拡散希望】
○○の爆発により、□□地方
に有害物質が雨と一緒に降り
ます。体が雨に接触しないよ
うにしてください！

名無し
＠××××××

大変だ！

早く拡散し
ないと！

□□地方

どうしよう
……

家から出ら
れないよ
……

上記の例で投稿を拡散した人たちは、決して悪意があったわけではありませ
ん。むしろ、被災地の人たちの健康に関わる重大な情報だから急いで広めない
と、という善意から拡散しています。しかし、その情報が本当に正しいものか
という確認をせずに広めたため、余計に被災地の人たちを混乱させることに
なってしまったのです。


