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下校時刻

日

曜

主な予定

１
2
3
4
5
6
7
8
9

土 元日
日
月
火
水
木
金
土
日

×
×
×
☆
☆
☆
☆
☆
☆

10 月 成人の日

☆

前期

後期

部活

11 火 ３学期始業式 書き初め会
12 水 実力テスト（後期課程）

15:20 15:20
15:20 15:20

×
×

13 木 リーダープロジェクト

15:20 15:20

×

15:20 15:20

×

発育測定

14 金 ８年立志式 漢検
15 土

☆

16 日
1～3年
15:20
4～6年
16:20
1～2年
15:20
3～6年
16:20

16:40

×

16:40

×

19 水 スクールカウンセラー来校

15:30 15:30

×

20 木 学年末テスト①（９年）クラブ発表会

1～3年
15:20
4～6年
16:20

16:40

×

16:20 16:40

×

18 火 琴臣プロジェクト

学年末テスト②（９年） ＣＲＴテスト（６～８年）
スキー教室（１～３年①）

22 土

☆

23 日

☆

登校ふれあい週間（～２８日）
24 月 スキー教室（４～６年②）

1～3年
15:20
4～6年
16:20

16:40

×

25 火

15:20 15:20

×

26 水

15:30 15:30

×

27 木 スキー教室（後期）

1～3年
15:20
4～6年
16:20

16:40

×

学費口座振替日 スキー教室（１～３年②）
16:20 16:40
～６年）

×

28 金
29 土

☆

30 日

☆

31 月

★岐阜県 PTA 基金ご協力
のお願い
例年ご協力いただいています，岐
阜県の PTA 基金としての書き損じ
はがき，未使用のはがき・切手など
の収集について本年度もご協力を
お願いいたします。

◎寄付としてご提供をお願いし
たいもの
・書き損じのなどの未投函，未使用
のはがき
・未使用の切手，収入印紙
・未使用で有効期限内の商品券，ギフト券，
ビール券，テレフォンカードなどの各種
カード類
ご協力いただける場合は，令和
４年 1 月２１日（金）までにお子
さんを通じて学園（担任）にお願
いいたします。

☆

17 月 スキー教室（４～６年①）

21 金

＜４＞

15:20

15:20

×

１日(火) スクールカウンセラー来校
４日(金) ９年生ありがとうの会
学級懇談会
後期課程進級説明会
７日(月)学園集会
８日(火)学校運営協議会熟議
９日(水)橋本先生来校
１０日(木)第一次選抜出願開始
１１日(金)建国記念の日
１４日(月)漢字検定
１７日(木)学年末テスト①（６～８年）
ＣＲＴテスト（１～５年）
１８日(金)学年末テスト②(7～8 年)
２１日(月)登校ふれあい週間(～２５日)
前期課程三者懇談(～２５日)
英語検定
２２日(火)スクールカウンセラー来校
一次選抜出願締切
２３日(水)天皇誕生日
２４日(木)リーダープロジェクト
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知らぬは親ばかりなり
校長

大坪

稔

右の漫画は、今から９年前に高山市の小中学
生に配付されたネットのトラブルを防ごうと
する啓発漫画資料です。古いこともあって読み
づらいので簡単にあらすじを言いますと。
…親のパソコンを使って友達とのメールのやり取り
に明け暮れていた子ども。見るに見かねた両親は
パソコンを使えないようにした。すると、その子は
友達と共謀し自分で家の中に Wi-Fi 電波を飛ば
し、親に隠れて夜中までメールのやり取りを続けて
いた。親はそのことを全く知らなかった…。
この話、恥ずかしながら私の家庭の話なので
す。つまり実話です。
当時、私は高山市教育委員会で生徒指導担当
をしていました。スマートフォンはまだ一般的
ではありませんでしたが、ゲーム機を含め、携
帯電話やパソコンを使って子ども達がメール
のやりとりを頻繁に行い、トラブルが急激に増
えていった時期です。それらに少しでも警笛を
鳴らそうと、恥を忍んで高山市の小中学生に配
付した次第です。当時中学３年生だった息子は
怒りましたが、「親の目を盗んでこんなことし
といてなんや！」とはね飛ばしました。
不思議なことに、この漫画が配られた後、周
囲の方々から私に寄せられた意見で多かった
のは「なんて家庭だ！」
「とんでもない子だ！」
よりも「この子たくましいな！」でした。よく
考えてみると私自身も親に黙ってやったこと
なんて沢山あるなと思います。いや、むしろ思
春期が過ぎてからは、何でも親に言うというよ
うなことはかなり減っていったように思いま
すが、皆さんは如何でしょうか。自分の力で何
とかしようと考えを巡らせるといった意味で
は、それも成長の一つなのかもしれません。ま
た、親が「子どものすべてを知っているという
状況や意識」の方が時には危険だったりするの
かもしれません。「知らぬは親ばかりなり」と
いう状況は親としては避けたい状況なのでし
ょうが、子の成長の過程の中では貴重な経験と
なる場合もあるのでしょうね。
ちなみに、私の依頼でこの漫画を書いてくれ
たのは漫画家になることを夢見ていた当時小
学校 6 年生だった私の姪っ子です。夢を叶え
ようと、現在、芸術系の大学で学んでいます。
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１，２時間目に２年生と４年生が，３，４時間目に１年生と３年
生が白川びと学の学習で民家園に行きました。自然を生かして生活
に必要な物を作っていた昔の人の知恵や技を体験するために，ひで
細工づくりに挑戦しました。講師の先生方から，ひで細工について
説明を受けた後，コースターづくりに挑戦しました。上級生が下級
生に作り方を教えながら作ることが出来ました。

今年度も１２月４日（土）に，地域公開
日「子ども未来会議」を行いました。白川
村教育委員会及び学校運営協議会，村内
の皆様方に参観していただきました。
公開授業として，９学年全ての授業を
公開しました。理科や算数，社会，体育，
道徳などの各教科や村民学の授業を公開
しタブレットを活用しながら学習に精一
杯取り組む児童生徒の姿を参観していた
だきました。参観していただいた多くの
方々からは，どの学年もタブレットを上
手く使いこなしており大変驚いた，どの
学年も子どもたちが生き生きと学習して
いたとの感想をいただきました。
今年で８回目となる子ども未来会議で
は，
「いつまでも住み続けたい村」をテー
マとして４つのグループに分かれ，
「憩い
の場をつくる」
「若い人を呼び込む」こと
などについて，５～９年生の児童生徒と
学校運営協議会や村内の皆様と話し合い
ました。多くの方々に学園児童生徒の姿
を観ていただけ，充実した１日となりま
した。学校運営協議会の皆様には，ご協力
いただき，誠にありがとうございました。

「高山市中学生 新人バレーボール大会（女子）」
優勝 久々野・朝日・白川郷学園
「令和３年度岐阜県中学生柔道秋季大会（女子）」
３位 坂本 美羽 （８年）
「第４５回全飛少年柔道大会 男子個人戦 ５年生の部」
優勝 田𦚰 駿也 （５年）
「第４５回全飛少年柔道大会 女子個人戦 １年生の部」
３位 白木 いのり（１年）
「第１６回子どもぞうきんコンテスト」
優秀賞 脇坂 唯暖
（３年）

「令和３年税についての作文」
飛騨納税貯蓄組合連合会長賞 小川 明音 （８年）
「令和３年税に関する習字作品」
白川村長賞
堅田 結芽 （６年）
「令和３年人権作文コンテスト飛騨地区大会」
入選
田中 萬里 （８年）
「令和３年人権書道コンテスト飛騨地区大会」
奨励賞 山本 纂大 （６年）
「第６５回岐阜県児童生徒科学作品展」
入選
山本 纂大 （６年）
「令和３年度大野郡青少年読書感想文コンクール」
優秀賞 宮部 徠斗
（８年）
優秀賞 神田 陽葵
（６年）
優秀賞 南 颯仁
（３年）
優秀賞 野田 琴子
（２年）
優良賞 梨谷 ほのか （７年）
優良賞 宮丸 結奈
（５年）
優良賞 松田 将輝
（４年）
優良賞 山腰 怜愛
（２年）

村長・村議会議員・教育委員合同
訪問が１２月３日に実施されまし
た。ウエルカムでは，８年生が
村長さんや議員さん方，教育委員の
方々に学園紹介をしました。その
後，全学年の村民学や教科の授業を
参観していただきました。

９年生がヘリコプターで白川
村の遊覧飛行をさせていただき
ました。当初，修学旅行で実施
する予定でしたが，悪天候のた
め延期されていました。上空か
ら見る白川村に感動しました。

学校薬剤師の鈴木先生
と保護司の遠山さんを講
師として招き，６年生と
９年生を対象に薬物乱用
防止教室を実施しまし
た。薬物について正しく
理解し，薬物乱用の危険
性を学びました。

夢ホールにて，斉藤守也さんと斉藤圭士さん兄弟によるピアノデュオ「レ･フレ
ール」を迎え，芸術鑑賞会を開催しました。１台のピアノを２人で演奏をする唯
一無二の演奏スタイルに，会場全体が驚きと感動の渦に包まれました。お二人の
演奏が始まると，自然と手拍子が沸き起こり音楽を通じて会場にいた全員が一つ
になりました。ほっと心が休まり，明日への活力をもらった，そんなひとときで
した。

村民学の集大成として，９年生が模擬議会を実施し
ました。９年生生徒が村長さんや行政側の立場となっ
て，いつまでも住み続けたい白川村づくりにむけた提
案を村議会の皆さんに行いました。議員さんからも質
疑応答があり，本議会さながらの様子がありました。
９年生にとって大変貴重な経験となりました。

４年生は社会科の学
習で，高山市資源リサ
イクルセンターと高山
陣屋へ社会見学にいき
ました。資源リサイク
ルの仕組みやゴミの処
理について深く学び，
日本で唯一現存する代
官・郡代所である高山
陣屋に触れ，飛騨の歴
史を学びました。

