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今年の世相を表す漢字は「金」です 

校長 湊谷 隆司  

 

平成２８年度の２学期が今日で終了しました。１学期，２学期とすべて

の児童生徒が様々な教育活動に一生懸命取り組み，大きく成長していま

す。元気な挨拶，他の人への気遣い等，素敵な姿をたくさん見ることがで

きました。 

 さて，毎年 12月 12日頃の｢漢字の日｣に財団法人日本漢字能力検定協会

が，その年の日本や世界の世相を表した漢字一字を発表しています。「今

年の漢字」に，「金」が選ばれました。 

「金」を選んだ人たちは，リオ五輪に沸き，東京五輪に希望を託した「金」

（キン）と，政治と「金」（カネ）問題に揺れた年，スポーツ界に新たな

金字塔，マイナス金利初導入，シンガーソングライターの金色衣装などに

も注目が集まる１年であったこと等を理由に挙げていました。 

金にまつわる言葉に「金言」があります。「格言」ともいわれ，「金のよ

うに価値の高い言葉」のことです。 

きっと「座右の銘」として，自らを激励する格言として，自分の心に留

めている方もいらっしゃることと思います。また，児童生徒達も「好きな 

  

言葉」として何らかの金言を持っていると思います。 

困難にくじけそうになった時等，家族や友人或は教師からかけられ

た言葉だったり，読書をしたり，テレビ番組等で自分の心にチクッと

刺さった言葉が自然と身についているのかもしれません。 

自分の好きな言葉に「人からやらされていた練習を努力とは言わな

い！」（アニメ：メジャー）があります。若い時は，「点滴穿石」等，

四字熟語が多かったのですが・・・。 

 明日から冬休みです。長期休業中，児童生徒は活動の場を家庭にお

き，これまで学校や地域，家庭で身につけてきた力を家族のため，自

分のために発揮できると考えています。また，じっくり家族の方との

かかわりを持ち，これまでの成長を再確認し，家族の方に今まで以上

に認められ励まされるよい機会になると思います。じっくり家族の方

と語り合う時に，保護者の皆様の金言について語っていただければ幸

いです。 

 それでは，児童生徒達が義務教育の中で身につけた力を家族の皆さ

んと一緒に活用するとともに，自分のよさを再確認しいい顔で３学期

に登校すること，そして，保護者・地域の皆様にとっても，よい年越

しになることを願っております。 

 

■ 平成 28年 12月 22日(木)発行 
■ 校長 湊 谷 隆 司 

日 曜 予 定 行 事 

1 日 冬季休業(~１/16) 元日 学校閉鎖 

2 月 冬季休業(~１/16) 元日 学校閉鎖 

3 火 冬季休業(~１/16) 元日 学校閉鎖 

4 水  

5 木  

6 金  

7 土  

8 日  

9 月 成人の日 若松自治会新年会（集会所 10:30-） 

10 火  ＰＴＡ新年会申込〆切 

11 水  

12 木  

13 金 
 ＰＴＡ新年会 
（集会所 19:30-） 

14 土 〃 予備日 

15 日  

16 月  

17 火 ３学期始業式 願書清書 

18 水  

19 木 スケート学習（小） 

20 金 ＡＬＴ来校（小） 児童会 英検  中３学年末ﾃｽﾄ 

21 土   

22 日   

23 月 朝会 

24 火 スケート学習（小・中） ｽｸｰﾙﾍﾙｽﾘｰﾀﾞｰ来校 

25 水  

26 木 スケート学習（小・中） 

27 金 ＡＬＴ来校（小） 児童会 出願状況発表 

28 土 バスケットボール釧新杯 

29 日 バスケットボール釧新杯 

30 月 
ＡＬＴ来校（小・中） 児童会 
出願変更の受付開始（2/3 まで） 

31 火 ＡＬＴ来校（中） スケート学習（小・中） 

 

■ 教育目標 

・自ら学び豊かな表現ができる子ども 

・明るく思いやりのある子ども 

・集団の一員としての自覚をもつ子ども 

・健康でたくましい子ども 

・進んで事にあたり，勤労に励む子ども 

■ 校  訓 

・かしこく （賢） -知育-  

・やさしく （愛） -徳育- 

・たくましく（剛） -体育- 
【冬休み学習会】小学校 全２回 

12 月 26 日（月）19:30-11:30 

12 月 27 日（火）19:30-11:30  

【冬休み学習会】中学校 全６回 

12 月 26 日（月）19:30-11:30 

12 月 27 日（火）19:30-11:30 

11 月 25 日（木）19:30-11:30 

11 月 26 日（金）19:30-11:30 

11 月 12 日（木）13:00-15:00 

11 月 13 日（金）13:00-15:00 

■スマホ・ケータイ安全教室 12/14          ■思春期保健講座 12/15  ■赤い羽根共同募金報告会12/19    ■中学校保健体育科「剣道」12/2-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小学校           中学校                中学校１・２年          中学校生徒会                中学校全学年 



   

   

 

万が一の時は お知らせ下
さい 

高知小中学校ＰＴＡは，北海道ＰＴＡ安全互助会

に加入しており，今月は年に一度の更新月でした。

全ての児童生徒，保護者，教員が加入しているこの

会は，事故などで万が一ケガをされた時の補償をす

るもので，その範囲は次の通りです。 

■児童生徒～学校の管理下外（家庭内，休日，少年

団活動，登下校中等）の事故によるケ

ガ 

■PTA 会員～PTA 主催行事に参加しているときの

ケガ 

万が一，このような例でケガをされた場合，まず

は学校にご連絡下さい。また，児童生徒が学校の管

理下におけるケガについては，日本スポーツ振興セ

ンター（児童生徒は全員加入，掛金は厚岸町が全額

負担）に給付金の申請を行います。 

■有意義な冬休みを過ごすために 
生徒指導部や学級からも，冬休みの過ごし方について示されて 

います。ご家庭でもお子さんとご確認ください。また，次の事柄 

について意識し，充実した冬休みになるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜保護者の皆様へ＞ 

■冬休みは，情報端末の使用が多くなります。お子さんに情報端末の使用を認めている場合は，その使用方法や家庭におけ

るルールについて，ぜひご確認ください。「動画投稿」，「ＳＮＳ等での人を傷つける書き込み」，「個人情報の流出」，「ネット

ショッピング」など情報管理や他への配慮が十分に必要であることをご指導ください。 

■冬休み中に事故，事件等，何かありましたら，学級担任までご連絡ください。 

■学校評価のご協力，ありがとうございました。 
全ての保護者の皆様にご協力いただき，ありがとうございました。

お寄せ頂いた評価とご意見は，冬休み明けにお伝えします。 

■命を大切にする 

交通事故には十分に気をつけましょう。自動

車は夏のようには止まってくれません。スキー

やスケート，冬のレジャーも決められた場所で，

安全面には十分注意して行うことが大切です。

また，事件や事故に巻き込まれないように注意

が必要です。特にお金を持っているこの時期，

中学生は予想以上に狙われることもあります。 

自転車は３月 31 日まで乗れません。 

健康管理もしっかりと！ 

■やり遂げることを決めて実行する 

この冬休みに本を 10 冊読む，「毎日食事

の後片付けをする」など，努力して成し遂げ

られることを一つでも二つでも決めて実行

しましょう。そして，ぜひ自分自身が成果を

実感できるものを選びましょう。 

■規則正しい生活を送る 

クリスマス，お正月･･･，ついつい

夜更かし朝寝坊･･･。時間をしっかり

と管理するのも大切な力です。時間を

上手に使うことができる力をつけて

ください。できるかどうかではなく，

やるかやらないかです。冬休みこそ，

早寝早起き朝ご飯！ 

また，中３は受験対策で忙しくなる

かと思いますが，生活リズムを崩して

勉強することは，結果的に逆効果で

す。「冬休み計画表」を上手に活用し

てください。 

■第２回へき地複式交流会 12/８・12・16 於 太田小学校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中学年         低学年           高学年 
 

■中学校学習発表会 12/8     ■お楽しみ会 12/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小学校の児童が発表を参観                 小学校全学年 
 
 
 
 

子どもたちのネット(スマホ，ゲーム等を含む)の

適切な環境づくりへ向け親の和を大切に！ 

11月に行われた釧路管内PTA連合会研究大会に

おいて『ネット社会に生きる子ども達の未来のた

めに』という演題でお話しされた内容の抜粋です。 

中谷通恵さんからご家庭のみなさんへのメッセージ  

■過度な電子メディアへの接触を避ける環境づくり（親の輪）

を大切にしましょう。 

・親御さん同士「みんなで夜の終了時間，決めているもん」

と言えるようになると良いですね。 

・具体的には，小学生 20 時，中学生 21 時，高校生 22 時を

目安にしてはいかがでしょうか。 

■電子メディアの遊びは「おやつ」と考え，子どもの成長の主

食となるリアル（現実）社会での遊びがたっぷりとできるよ

うに配慮しましょう。 

 ・親子の楽しい会話，体を動かす遊び，様々な社会体験など 

■勉強中はネットにつながるものは，そばに置かせないように

しましょう。 

 ・メールの着信音が鳴ることで，学習への集中力が切れます。 

保護者，地域の皆様には，多大な 

るご理解・ご協力をいただき，大変 

感謝しております。新年もどうぞよ 

ろしくお願いいたします。 

 


