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知内町立涌元小学校
～重点教育目標～

粘り強く学び、最後までやり
切る心をもった子供の育成

令和３年１２月２２日発行
涌小通信

「身に付けさせたいネット利用のルールとマナー」

全国的に新型コロナウイルス感染者が減少していることから、ワクチン接種やマ

スクの着用、三密の回避等の感染防止対策の大切さを実感しています。（気を緩め

ることなく収束を目指して感染防止対策に取り組んでいきたいものです）

年末を迎え、新たにオミクロン株が現れました。全く違った見方をすると、何よ

りも驚かされるのは、感染拡大のスピードです。感染力の強さが話題となっていま

すが、ウイルスは人が運ぶものです。まさに、世界を行き来する大勢の人が見える

ようで、涌元小学校で学んでいる子どもたちも、やがて、海外で活躍する姿が容易

に想像できます。家庭学習ノートに英語を練習してきた子どもがいて、英会話は、

近未来では必須になるのかもしれません。

さて、世界のグローバル化を急激に推進している大きな要因としてインターネッ

トの普及があります。ＳＮＳの利用は当たり前になり、子どもにとってもオンライ

ンゲームなどは身近な遊びになっています。このことから、インターネット利用の

ルールとマナーを身に付けていくことが改めて重要なことだと考えています。

先日、『小中学生1割依存傾向「ゲームのことばかり考える」「ネットに夢中」』の

記事が掲載されました。内容は、２０１９年に世界保健機関（ＷＨＯ）がオンライ

ンゲームなどにのめり込んで日常生活に支障をきたす「ゲーム障害」を依存症と認

定したことなどを受け、横浜市教育委員会が市内の小中学生を対象に実施した「ゲ

ーム障害」やインターネット依存に関する調査を行い、児童生徒の１割近くがゲー

ムやネット依存の傾向にあることが明らかになったとのことです。学年や男女別に

見ると、小学生男子の割合が高く、小学４年、５年が２割を超え、男子と比較する

と、女子はいずれの学年でも割合が低かったとの結果だったそうです。調査では、

就寝や起床時間が遅く、習い事や部活動をしないほどゲームやネット依存傾向があ

り、生活習慣の悪化と深い関連があるとみられるということです。

２５日からは、冬休みになります。子どもたちは、ゲームをする時間が長くなる

と予想されます。大人もゲームを楽しむ時代です。健康で楽しく遊べるようにルー

ルやマナーについてお子さんに考えさせて決めさせ、時には親子で楽しむのもよい

のではないかと思っています。



知内町読書感想文コンクール 知内町小学校防火美術展
入 選 ２年 西本 紗衣 危険物安全協会会長賞 ６年 西本 奏太
入 選 ３年 福士 瑠海 知内消防署長賞 ６年 櫻庭 羽純
佳 作 ３年 松崎ひより 優秀賞 ５年 山田 厘花
佳 作 ３年 藤谷 華音 優秀賞 ６年 成澤 莉乃

入 選 ３年 出口 桃羽
知内町読書感想画コンクール 入 選 ５年 中山 紗
優秀賞 １年 堀井 心道 入 選 ５年 酒井 想
優秀賞 ２年 三浦 朝陽
優秀賞 ３年 藤谷 華音 知内町小学生防火書道展
優秀賞 ４年 滝谷 理人 危険物安全協会会長賞 ３年 松崎ひより
入 選 ３年 出口 桃羽 教育長賞 ５年 酒井 想
入 選 ４年 成澤 叶聖 優秀賞 ５年 山田 厘花
佳 作 ３年 松崎ひより 優秀賞 ５年 中山 紗
佳 作 ３年 福士 瑠海 入 選 ３年 藤谷 華音
佳 作 ４年 櫻庭 羽望 入 選 ６年 成澤 莉乃
佳 作 ５年 酒井 想
佳 作 ５年 松崎 陽真

11月25日、26日の2日間、スポーツセンターにおい
て「子ども会対抗防火ドッジボール大会」が行われま
した。涌元地区低学年チーム・高学年チームは、それ
ぞれ準優勝、優勝と輝かしい成績でした。

低学年チーム 準優勝 高学年チーム 優勝

１月の行事予定
月 火 水 木 金 土 日

12/27 28 29 30 31 1/1 ２
冬季休業(1/18まで) 学校閉庁日 学校閉庁日 学校閉庁日 元日 学校閉庁日

学校閉庁日
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
学校閉庁日 安全点検日
10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
学習会 学習会 短縮４時間授業 朝学習 フッ化物洗口 学習タイム

職員スキー研修 ３学期始業式 身体２計測 身体２計測
職員会議 委員会活動 外国語専科・ALT

24 25 26 27 28 29 30
朝礼 朝読書 図工専科 スキー学習 朝学習 フッ化物洗口 学習タイム
外国語専科・ALT 自由研究発表会 クラブ活動 体力づくり 外国語専科・ALT

委員会活動 委員会活動
31 2/1 ２ ３ ４ ５ ６
児童朝会 安全点検日 スキー学習 朝学習 フッ化物洗口 学習タイム
外国語専科・ALT 朝読書 学力検査 校内研修 体力づくり 節分集会 知能検査(１･3･5年)
学力検査 委員会活動 委員会活動 外国語専科・ALT

いろいろなコンクールに応募し
多くの賞を受賞しました

渡島総合振興局西部森林室の方
をお招きし、低学年の児童がクリ
スマスリースとミニクリスマスツ
リーを作りました。葉や木の実、
松ぼっくりなどが材料です。いろ
いろなものを組み合わせて、思い
思いのリースやツリーができあが
り、子どもたちは大満足でした。
自然のものを生かして楽しむす

てきな体験ができました。

本校の合川光博教諭が５年生国語の研究授業を行
いました。「AI とのくらし」をテーマに、「利点を
述べる」「問題点を述べる」「お互いの主張を聞いて

感想を伝える」という３つのグループに分かれてミニディベートをする授業です。調
べたことを基に自分の考えを伝え合ったり、役割を入れ替えて違う立場で意見を述べ
合ったりすることで、考えを広げたり、深めたりすることができました。

地域の方より提供していただきました

Ａ スキー １３０㎝
ストック ９６㎝

Ｂ スキー １４０㎝
ストック １００㎝
靴 ２４㎝

ご希望の方は、教頭
までご連絡ください。
★基本的に早くご連
絡いただいた方に
お渡しします。
ご了承ください。
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