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言葉遣いを学ぶ，言葉遣いから学ぶ 

校 長  湊 谷 隆 司  

本日をもって 1学期の課程が終わります。保護者の皆様には

高知小中学校の教育活動に対してご理解とご協力をいただきま

したことに感謝申し上げますとともに，引き続きご支援のほど

よろしくお願いいたします。 

さて，今月は小学校・中学校とも修学旅行が行われました。

児童生徒達は，総合的な学習の時間や学級活動の時間等を使い，

事前学習等を計画的に進め，修学旅行で様々な体験やインタビ

ューなどの調査活動を行いました。児童生徒それぞれが課題解

決に向けてよい学びをしてきたと思います。 

その中で，初めての相手でも，笑顔で質問を聞き，その内容

をくみ取ってくれたり，丁寧にゆっくりと順を追って相手の理

解に合わせて説明したりする大人達の対応，特に丁寧な言葉遣

いに触れることができたと思います。 

言葉は，自分の気持ちや考え，感情などを相手に伝え，人と

の関わりを深めることができるコミュニケーションの基本で

す。児童生徒が大人になる過程で人と人との付き合いができる

ことは重要な要素の一つです。そのとき大切になるのが言葉遣

いです。 

「人は使う言葉によって人柄が決定づけられる。やさしくて 

  

丁寧な言葉遣いをする人は，やさしくて親しみやすい。優し

く丁寧な言葉を使おうとする
．．．．．．

人は，やさしく親しみやすい人

になっていく
．．．．．

。」という話を聞いたことがあります。 

使う言葉も，適切な言葉を選んで使おうとすることで，頭

の中で的確な言葉に置き換える作業をします。そのことで微

妙な違いを区別できる感性を持つことにつながるというこ

とです。 

今回の修学旅行ばかりでなく，児童生徒達は様々な場面で

多種多様な学びをしています。そして，学びを生かし確実に

成長しています。大人から見れば不十分なところもあるでし

ょう。しかし，大人を基準とするのではなく，以前の本人を

基準としたときは間違いなく成長しています。その成長の過

程を認め励ますことで，達成感なり成就感が増し，さらなる

成長へつながります。 

明日から長期休業に入り，家族の前で学びを生かす場も増

えることと思います。保護者の皆様にはぜひその機会を設定

し，たくさん褒めていただければと思います。２学期の始業

式には，家族のために役立ったと自分の成長を自覚して，い

い表情で元気に登校することを楽しみしています。よろしく

お願いします。 

 

 

■平成 2９年７月２６日（水）発行 

日 曜 予 定 行 事 

1 火 夏季休業(~8/20) 

2 水  

3 木 プールバス運行 

4 金  

5 土  

6 日  

7 月  

8 火  

9 水  

10 木  

11 金 山の日 

12 土  

13 日  

14 月  

15 火  

16 水  

17 木  

18 金  

19 土  

20 日  

21 月 始業式 

22 火 ＡＬＴ来校（中） 北方領土学習（小５・６年） 

23 水 小３校外学習 

24 木 ＡＬＴ来校（小） 文化祭実行委員会 

25 金 
劇団四季鑑賞（小５・６） プール学習（中） 
図書館バス 児童会 

26 土  

27 日  

28 月 朝会 

29 火 ＡＬＴ来校（中） プール学習（小中） 

30 水  

31 木 ＡＬＴ来校（小） シェイクアウト訓練 

保護者の皆様，学校評価のご協力ありがとうございました。お寄
せ頂いた評価とご意見は，夏休み明けにお伝えします。 

■ 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- 

【夏休み学習会】 

■小学校 各学年全２回 

 時間 19:30-11:30 

２・４年７月３１日（月） 

８月 １日（火） 

３年７月２７日（木） 

  ８月１７日（木） 

５・６年８月 ８日（火） 

    ８月 ９日（水） 

７月 27 日（水） 

 

■中学校 全６回 

時間 19:00-15:50 

７月２８日（金） 

７月３１日（月） 

８月 １日（火） 

８月 ８日（火） 

    ８月 ９日（水） 

８月１０日（木） 

 

修学旅行大成功！ 小中とも，児童生徒は楽しく参加し，多くのよさや成長が見られました。 



  

  

 

   

 

2017/ 7/27～ 8/20 ■有意義な夏休みを過ごすために 
生徒指導部や学級からも，夏休みの過ごし方について示されています。ご家庭でもご確認ください。 

また，次の事柄について意識し，充実した夏休みになるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１ 命を大切にする 

思わぬところに事故の原因が潜ん

でいます。いくら注意しても，注意し

すぎることはありません。「事件事故

を起こさない」ことはもちろん，「事

件事故に巻きこまれない」ように注意

しましょう。 

■２ 時間を大切にする 

「計画的に過ごす」とよくいいますが，なかなか難しいものです。夏休みの計

画表を上手に活用しましょう。また，夏休みだけ１日が長くなるわけではありま 

せん。何かを後回しにしても，締切はすぐにやってきます。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。そして，夏休みも早寝早起き朝ご飯！ 

■３ しっかり勉強する 

夏休みだからできる勉強がありま

す。学校の授業に左右されないこの時

期に，「自分の苦手分野を集中的に取

り組む」，「じっくりと勉強の仕方を見

つける」など，いつもなら時間がかか

ってできないことに取り組んでくだ

さい。夏休みの学習会も有効に活用し

ましょう。 

■４ やり遂げることを 

決めて実行する 

この夏休みに本を 10 

冊読む，毎日お風呂掃 

除をするなど，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。 

＜出かけるときの注意！＞ 

■映画館，ゲーム専門店，カ 

ラオケボックス，ボウリング場などに

は，大人の人と一緒に行きましょう。 

■大型店のゲームコーナーでは，大人

の人と一緒にいるようにしましょう。 

※子どもだけの場合，注意・指導の対

象（ゲーム専門店は補導）になります。 

始業式は 8 月 21 日（月）

です。小学校は５時間，

中学校は６時間授業，ど

ちらも給食があります。 

＜保護者の皆様へ＞ 

■夏休みは，スマホ，ＰＣ等情報端末やゲーム機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など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。 

夏休み期間中のプールバス運行 
－８月３日（木）は，ぜひご利用ください！－ 

■行き 高知小中学校 → 温水プール 

12:30     13:25 

■帰り 温水プール → 高知小中学校 

16:00     16:55 

※ 送迎バスの乗車料は無料ですが，プールの入館料 

１００円は必要です。プール送迎のためのバスで 

すので，他の用途での利用はご遠慮願います。 

子ども相談支援センター 
相談窓口のお知らせ 

いじめや不登校，体罰などの学校教育に 

関する悩み，子育て・しつけなど家庭教育 

に関する悩みなど相談してください。 

●電話相談（無料，毎日 24時間対応 ） 

              ０１２０－３８８２－５６ 

●メール相談 

doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp 

※急ぎの場合は電話相談を利用してください。 

●来所相談 ※10:00～16:00（土日・祝日，年末年始はお休みです。） 

子ども相談支援センター 札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館８階 

※上記の電話相談で予約してください。 

ＡＬＴ離任 ありがとうございました。 

小学校 Daniel Paul Timm(ティム)先生 

中学校Dave Arthur Rooney(デイヴ)先生 
長年に渡り，厚岸町のＡＬＴとして勤務 

されていたティム先生とデイヴ先生，この 

１学期末をもちまして任期満了，お別れと 

なりました。お二人には， 

「コウチ，ダイスキ！」と， 

いつも一生懸命にご指導をいただきました。今月下 

旬の最終来校日には，小中それぞれにおいて，ささ 

やかながら『お別れ集会』を実施。児童生徒からも， 

最後まで別れを惜しむ声が聞かれていました。 

☆高知中生徒☆ 部活動での活躍 

サッカー部 

Ｋ１リーグ（釧新旗リーグ１部） 前期終了，９チーム中６位 

□７月 ８日（土）第５節 真龍・高知・散布 ０－４ 大楽毛 

□７月 ９日（日）第６節 真龍・高知・散布 ２－５ SC 釧路２nd 

□７月１５日（土）第７節 真龍・高知・散布 ５－０ 富原 

□７月１６日（日）第８節 真龍・高知・散布１２－０ 幣舞 

 


