白川郷学園だより

９月号

令和３年８月３１日発行

＜４＞

ワクワクあふれる義務教育学校

日

曜

主な予定

最終下校

ひとりだち

自立・共生・貢献

白川郷学園だより ９月号
令和３年 ８月３１日
ホームページ
http://school.shirakawa-go-org

部活

前期

後期

１ 水

13:35

13:35

×

2

木

13:35

13:35

×

3

金

13:35

13:35

×

4

土

×

催の是非など、様々な考え方はあるでしょうが、日本人だけでなくスポーツで頑張っている方々の姿を見るだ

5

日

×

けで元気を与えられる人も多いのではないでしょうか。オリンピックと言えばメダル。選手の皆さんや国民も

6

月 振替休業日⇒授業日

13:35

13:35

×

「優勝」や「1 位」
「１着」という言葉は使わず、
「メダルが獲りたい！」
「今大会のメダ

7

火

13:35

13:35

×

ル数〇〇個！」などと言いますし、他の大会と違ってメダルに対する思いや執念や付加

8

水 ９年安否確認教室

13:35

13:35

×

価値は相当大きなものだと思います。

9

木 リーダープロジェクト

13:35

13:35

×

10 金 スクールカウンセラー来校

13:35

13:35

×

11 土

緊急事態宣言の延長などによっては､以後の予定が

×

12 日

変更する可能性があります。

×

13 月 学園朝会

1～3年
15:20
4～6年
16:20

14 火

1～2年
15:20
3～6年
16:20

16:40

15 水 橋本先生来校

15:30

15:30

×

16 木 ７年火山学習（フィールド）⇒延期

1～3年
15:20
4～6年
16:20

16:40

×

17 金 第２回全校研究会（体育）

15:20

15:20

×

16:40

×
×

18 土

☆

19 日

☆

敬老の日⇒授業日（振替9/24）
20 月
体育大会準備

15:05

21 火 体育大会

12:40

12:40

×

22 水 体育大会予備日

13:20

13:20

×

15:05

×

23 木 秋分の日 牧・御母衣祭礼

☆

24 金 長瀬祭礼⇒9月20日の振替休業日

☆

25 土 平瀬祭礼

☆

26 日 平瀬祭礼

☆

メダルかじり

～行為の根っこにあるもの～

校長 大坪 稔

東京オリンピックが終わりました。また、現在は東京パラリンピックが開催されています。コロナ禍での開

そんな中で、ある市長さんが市役所に表敬訪問した選手の金メダルをいきなり噛んだ
ことが大きなニュースとして流れたことがありましたよね。世論として「あれはひどい行為だ！」というのが
大勢だと思われますが、私も確かに選手を傷つける間違った行為だったと思っています。しかし私は、このニ
ュースの中で、もっと心に引っかかったところがあります。それは、その市長さんが記者の追及に対して「嫌
１日(金)中間テスト（後期）英検
保木脇祭礼
４日(月)学園集会
５日(火)６年修学旅行
６日(水)公立高校一日入学 ６年修学旅行
７日(木)８年飛騨高山研修
８日(金)８年飛騨高山研修 ６年古川小交流
１０日(日)木谷祭礼
１１日(月)スクールカウンセラー来校 児童生徒会選挙
１４日(木) 荻町祭礼
１５日(金) 荻町祭礼
１６日（土）鳩谷祭礼
１７日（日）鳩谷祭礼
１８日（月）飯島祭礼
１９日（火）飯島祭礼
２０日(水) 椿原祭礼
２１日(木) 有家ヶ原・芦倉祭礼
☆
リーダープロジェクト

がらせの認識はまったくなかった」
「あの時は非常にフレンドリーな感じだった」と述べていた点です。
今も尚、あらゆる場面で無くならない「いじめ」
。学校に関わった「いじめ事案」について加害者である子
どもたちに事情を聴くと、必ずと言っていいほど「そんなつもりはなかった」
「これくらいで嫌がっていると
は思わなかった」
「相手とは仲が良かった」などと答えるのです。私は、この市長さんの「嫌がらせの認識は
まったくなかった」
「フレンドリーな感じだった」という発言と、いじめの加害者たちの言い訳ともいえる言
葉が重なって仕方がありませんでした。そして、
「嫌がらせの認識がまったくなかった」という言葉に、ある
種の「怖さ」を感じました。本当に「認識がなかった」のだとすると、そのことの方が「恐ろしい」とは感じ
られませんか？ これだけ、
「いじめ撲滅」
「ハラスメント撲滅」という言葉が飛び交っているのに「メダリス
トにとって計り知れない大切な宝物をかじる」という行為に「嫌がらせの認識がない」のですから。このあた
りに、世の中のいじめが無くならない根本的な理由があるように思えてなりません。
世論としても、選手が所属するメーカーとしても今回のことを非常に重く受け止め、謝罪を求めたり交換を

クラブ

求めたりするという行為に発展していますが、これは「いじめ」に置き換えると「周囲の仲間による援助」で

２２日(金) 小白川祭礼 中国研県大会
６年三輪北小交流
２３日(土) PTA資源リサイクル 小白川祭礼
２５日(月)登校ふれあい週間（～２９日）
２６日(火)６～９年茅かり
２７日(水)５年社会見学
２８日(木)リーダープロジェクト
６年則武小交流 ７年萩原小交流

あったり「いじめの傍観者にはならないという意識」による行為にあたると思います。子どもたちの世界でも、

※８年生飛騨高山研修・６年生修学旅行
は，新型コロナウイル感染症予防の為，
日程等の延期及び変更の可能性があり
ます。

ピックという国際的な大会で、開催国であるとはいえ一つの国のこんなエピソードで新しいメダルと交換して

周囲に「それはダメやろ」
「それは相手が嫌がると思うよ」という価値観がチェック作用としても常に働くよ
うな仲間関係であれば、いじめは未然に防げます。子どもたちには、周囲に流さないような、自分の価値観や
人権感覚を磨いていってほしいと願っています。
※個人的に「メダルの交換」という対応を聞いたとき「えっ？

そんなことできるの？」と思いました。オリン

27 月 稗田祭礼 登校ふれあい週間（～1日） 15:20

16:20

×

1～2年
15:20
3～6年
16:20

17:15

◯

29 水

16:20

16:40

×

いますが、自分なら絶対に、全てを投げうって苦労を共にした選手同士が表彰台で掛け合ったメダルを交換

30 木 リーダープロジェクト クラブ⑥

1～2年
15:20
3～6年
16:20

17:15

◯

などしては欲しくないと思ってしまいました。

28 火

学費振替日

もらえるとは…。また「費用を負担する・しない」という内容からは「メダルってお金だけ
出せば買えるの！？」と誤解してしまいました。いろんな事情があっての対応だったとは思
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７月１９日（月）に，９月２１日に実
施する白川郷学園体育大会へ向けて，結
団式を行いました。生徒会執行部による
体育大会スローガン発表の後，団色決め
を行いました。各団⾧より，団色が発
表されると団員の皆さんから、大きな拍手と歓声があがりました。それぞれの結団式では，団
⾧よりスローガンが発表されました。赤団のスローガンは｢必笑｣，白団のスローガンは｢勇往邁
進｣です。コロナに負けないよう体育大会本番に向け取り組んでいきます。

８月６日（金）に８年の皆さんが，７名の岐阜聖
徳学園大学の学生さんを迎え，交流会を行いまし
た。はじめに後期課程玄関でウェルカムボードに
よるお出迎えをし，その後，後期ランチルームに
てプレゼンを使って白川郷学園の紹介をしまし
た。学生さんからは，発表の良かった点と改善点
を具体的に教えていただけ，今後の学校紹介に生
かしていくことができました。
その後，白川郷学園の施設案内も行いました。
８年生の成⾧した姿に頼もしさを感じた，そんな
一日でした。

８月２４日（火）に白川郷学園２学期始業式を行い
ました。夏休み中に拡大した新型コロナウイルス感染
症予防のため，急遽 Zoom 配信にて実施しました。
はじめに２学期に転入した１年生と３年生の３名の
新しい仲間と新たに着任した１名の支援員さんの紹介
がありました。
始業式の中では，校⾧より２学期への抱負と新型コ
ロナウイルス感染症まん延防止等措置がとられたこと
による学校行事の変更等の話がありました。また，校
⾧の話を受け，養護教諭から具体的な学校生活におけ
る新型コロナウイルス感染症対策の取組について指導
を行いました。登下校は，１列で仲間と話さず登校す
ること，登校後手洗いをすること，消毒を徹底するこ
と，給食中は会話せず黙食をすることなどについて一
つ一つの意味を確認しました。ご家庭におかれまして
も，児童生徒及びご家族の感染症対策の徹底と，健康
観察カードの提出についてご協力をお願いします。
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８月２７日（金）の２時間目に４年生２分の１成人式を実施しまし
た。新型コロナウイルス感染症予防で３密をさけるために後期課程
体育館で式を行いました。全校の児童生徒には Zoom 配信をし，各
教室で参観をしました。
４年生の皆さんが，一人一人，
「将来の夢や目標」｢将来なりたい自
分｣について堂々と語る姿に，成人のちょうど半分の年齢を迎えた低
ブロック最高学年の頼もしさを感じました。６年生や８年生，今年度
成人した４名の先輩方からもメッセージをいただきました。白川村
在住で村内にお勤めの新成人の方からは，４年生当時のエピソード
や現在のお仕事，将来の目標などを具体的に話していただき，これか
らの進路を考える良い機会となりました。成人式までの残り１０年
をどのよう有意義に過ごすか考えることができ，全校で４年生の２
分の１成人を祝うことのできた素晴らしい行事となりました。

８月２７日（金）に，つばさ学級ドローン贈呈式を行いました。つ
ばさ学級の生徒が，学園のプログラミング教育を進めていくために
「白川郷学園にドローンを設置して欲しい。」と校⾧先生に熱くプレ
ゼンテーションしたことがきっかけでした。学園の先生たちの間から
も，「生徒の言うとおり，学園のプログラミング教育を進めるために
は必要だ。」「必要だが､費用がたくさんかかるのでは?」など，たく
さんの意見が出ました。話し合いの結果，費用は学園でなんとかなる，
つばさ学級の生徒に学園のドローンリーダーになってもらおう，とい
うことになりました。これから，白川郷学園の空にドローンが舞い，
学園のみんながプログラミング的思考を身に付けることができるよ
うつばさ学級を中心に全校で取り組んでいきます。

【第３位】
８年生 坂本

美羽さん

【飛騨地区賞】
8 年生 田中 萬里さん

あと１勝

来年もま

で東海大

た挑戦し

会出場で

ます！

した！

