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教育の重点：『心を育てる教育・確かな学力・環境教育・SDGS』
重点目標 ：【めざす子ども像】『思いやり（命）・協力・学びに向かう姿勢』
【教師のスローガン】

「挨拶・丁寧・迅速・チーム意識）
明日から冬休みです。1/6（水）元気に会いましょう。
今年度は、授業時間の確保のために夏休みが短く 8 月 17 日（月）から猛暑の中、学校が再開し、秋休
みもありませんでした。それでも、子ども達は元気に学習に遊びに行事にと力を注いでくれました。冬休
みも例年よりも短く、1 月は 6 日（水）から始まりますが、ご家族との時間を大切にしていただき、元気
な姿で再会できることを願っております。
なお、学校閉庁期間（12/29（火）～1/3（日）
）に、命に関わる等緊急事態が起こった場合には、茅ヶ
崎市役所（0467-82-1111）へご連絡ください。警備員とお話していただき、学校へ伝言してくれます。

冬休み：思いやりの心で万全な感染対策を…感染者に対しても優しい心で…
コロナの感染状況が心配です。茅ヶ崎市保健所管内でも連日のように感染者が報告されています。この
様な状況ですから、いつ皆様や身近な方がコロナウイルスに感染してもおかしくありません。
クリスマスやお正月は、通常であれば外出して遊びに行ったり、色々なイベントに参加することが
できる楽しい時期ですが、今の情勢では、大勢の人との会食やカラオケでの歌唱は、マスクを外すことに
なるため感染リスクが高まります。また、特に三が日の初詣は不特定の多数の人と接触することになりま
す。感染を恐れて何もしないことを推奨しているわけではありませんが、どこかに遊び等に出かける時に
は、今まで以上に感染対策を意識してほしいと思います。
一方、どんなに対策をとっていても感染する可能性はあります。今までも、お話朝会等で何度も子ども
達にお伝えしていますが、もし、身近な人（お友達等）がコロナに感染してしまっても、優しい気持ち
で接してあげることの大切さをご家庭でもお話ください。今でも、命を懸けて働いていらっしゃる医
療関係者やエッセンシャルワーカー等の方々に対する心無い言葉や差別等があるとの報道をよく耳にし
ます。子どもの心は大人の心を映す鏡です。今、私たち大人の心が問われています。

土曜参観・教育相談ありがとうございました。が、１つ残念なことがありました。
12 月 5 日（土）
、非常に寒い中でしたが何とか土曜参観を終えることができました。
感染拡大の時期と重なってしまったため、人数制限をお願いし一家族内で複数人での
参観ができない状況となってしまい大変ご迷惑をお掛けしました。保護者の皆様には、
不便なことやご無理をお願いいたしましたが、概算ですが、700 人を超える方々に来校
していただくことができました。改めて、皆様のご協力に感謝いたします。
ただ、1 つ残念なことがありました。感染防止のために「1 学級、1 時間（45 分授業）で家族 1 人の参

観（小さいお子様を除く）
」をお願いしていたところですが、
「1 家族で大人 2 人で参観」されていた方が
いたようです。人が増えることで感染リスクも高まりますし、何より制限をお守りになった方々のお気持
ちを考えますと、哀しい気持ちになります。2 月にも授業参観と学級懇談会を予定しております。通常と
は異なる方法となりそうですが、是非ともマナーを守っていただき来校していただければと思います。

各種調査結果から…冬休み等の生活の参考としてください。
1．ネット利用の実態調査結果…11 月に本校の 4,5,6 年生で実施した実態調査結果の一部です。
（1）自分専用の機器を使用

（2）自分専用または家族共有の機器を使用

携帯 スマートフォン

携帯 スマートフォン

4 年生

35.1％

30.6%

42.5%

56.0%

5 年生

32.1%

43.3%

38.8%

64.2%

6 年生

37.1%

43.4%

46.9%

62.9%

(3) スマホ・PC・ゲーム等の使用ルール
時間ルール 場所ルール 課金ルール 他のルール 特にルールなし
4 年生

60.8%

33.1％

37.7%

23.1%

19.2%

5 年生

32.1%

43.3%

54.5%

20.9%

17.2%

6 年生

37.1%

43.4%

58.0%

25.9%

11.9%

(4) スマホ・PC・ゲーム等の使用時間

（5）LINE の使用

30 分

1 時間

2 時間

3 時間以上

4 年生

23.1%

31.5％

18.5%

17.6%

35.4%

5 年生

17.9%

26.1%

22.4%

29.0%

47.8%

6 年生

21.0%

20.3%

21.7%

30.1%

46.2%

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題（文部科学省 HP で公開）では、インターネット
上の「いじめ」の認知件数が増加しています。SNS 等を用いた「いじめ」は外部から見えにくく、と
ても心配です。ネット上で
「相手を傷つける表現」を書き込まない等についてご家庭でもお話ください。
また、SNS 等で自分の名前や年齢、場合によっては写真等をアップしているお子様もいるかと思い
ます。特に写真はたとえ加工してあっても、AI などを駆使して元の写真を復元することもできること
があると聞いています。お子様の写真やプロフィールが悪用されて、事件に巻き込まれることもありま
すので、SNS 等は慎重に利用するようお子様にお話ください。

2．早寝早起き朝ごはん調査結果…今年の 7 月に実施した実態調査結果の一部です。
（1）就寝時刻

茅小

8 時前

3％

3%

6 時前

36%

25%

茅小の児童は睡眠時間が少ない傾向

8~9 時前

18％

23%

6~7 時前 55%

60%

であり、特に 6 時間以下は 15%で、

9~10 時前

55%

52%

7~8 時前 9%

15%

市の平均は 2%となっている。

10～11 時前 9%

15%

8 時過ぎ

0%

11～12 時前 12%

5%

12 時過ぎ

2%

3%

市

（2）起床時刻 茅小

（4）朝食

0%

市

（3）睡眠時間

食べたと回答した児童は、茅小・市ともに 97%。ただし、一緒に
食べたと答えた児童の％は、茅小では 66%で、市の平均では 80%
だった。残念ながら、茅小では、一人で朝食を食べている児童が多
いことがわかります。

朝のあいさつが本当に気持ちが良いです。感謝の気持ちでいっぱいです。
高砂コミセン前の横断歩道で、朝私は旗振りをしています。そして、たくさんの子ども達に出会います。
私は、できる限り一人ひとりと朝の「あいさつ」をするようにしていますが、このところ、以前よりもは
るかにたくさんの子ども達から気持ちの良い元気な「あいさつ」をいただくことが増えてきています。
「あいさつ」は、その人の存在を認め尊重する気持ちにつながるものです。そして、人に力を与えるも
のですね。ですから、本当にありがたい経験をさせていただいています。同時に、私自身「あいさつ」を
させていただける環境を与えられていることにも感謝しています。とても幸せです。

学校評価アンケートのご協力をお願いします。
すでに 12 月 11 日付でご案内を配付しております「学校評価」について、アンケートのご協力をお願
いします。昨年度は、いただいた多くのご意見について１つひとつご回答を差し上げ、今年度に生かして
おります。その一例として、ご指摘いただきました「グローバルな視点」の強化策として、今年度は、環
境教育や SDGｓへの意識、そして、子ども達の運営委員会や茅小だよりを通してユニセフ募金に関する
取り組みや話題提供を行っております。

巻き心 ECO プロジェクトのご協力ありがとうございました。
今年度の本校の重点目標の１つである「環境教育」の一環として、今年度も「巻き心 ECO プロジェク
ト」に参加しました。11 月末をもって「巻き心」の募集は終了し、集まった「巻き心」は既に提出して
います。昨年度よりもたくさんの「心」が集まりました。ありがとうございました。

12 月 5 日土曜参観日後のトイレの「いたづら」の情報がありません。
参観日当日の帰りの会が終わった頃、1F 東側男子トイレの洗面所から水があふれ
出してしまいました。誰かがティッシュの様なものを詰めたことが原因のようです。
残念ながら、今だに情報がありません。誰かが黙っているのだと思います。
このまま、関係している人が反省もせず、注意を受けることもなく普段通り生活を
続けることで、その人が、悪いことをしても「黙っていれば（バレなければ）済む」
と考えるようになってしまうことが心配です。そして、
「嘘をつくこと」や「罪悪感」
もなくなり、悪いことを繰り返してしまうかもしれません。正直な情報に期待しています。

落とし物が届いています。…お心当たりがありましたらご連絡ください。
「紫色の見守り携帯」…2/17（木）ブランコの下・
「赤色のスケートボード」…ずいぶん前ですが南門
から登校する児童が持ってきました。・
「子ども用？のゴルフセット」…10/22（木）ブランコ付近

来年 1 月 13 日（水）に 4 年 1 組（のみ）の授業参観を実施する予定です。
12 月 5 日の土曜参観日に 4 年 1 組の担任が体調不良によりお休みをいただきました。参観の条件は土
曜参観日と同じです。詳しいご案内は既に 4 年 1 組の保護者様宛にさしあげております。

非通知電話の着信拒否は、試行期間を終え 1 月から正式に継続します。
10 月 30 日にお知らせしました標記の件ですが、試行期間内に特にご意見もありませんでしたので、正
式な形で継続したいと思います。引き続きご協力をお願いいたします。

