
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

右の写真は、今、まさにこの１１月３０日発行予定の「新中だより」を作成しようとしてい

る校長室のパソコンの画面です。デスクトップの「壁紙」には６月に来町された、卓球の著名

なオリンピアンと卓球部の皆さんで撮影した全体写真を設定しています。パソコンは、新十津

川町教育委員会から校長職に貸し出されているものです。 

この写真（画像データ）を使うにあたっては卓球部やそのオリンピアンに対して特別な許可を

いただいているわけでもなく、もちろん、私個人が、卓球部の皆様方だけに特別な好意を寄せ

ているわけでもありません。壁紙としての使用は「ダメ」でしょうか？ 

 「壁紙への使用」などの具体的な“決め”はなかなか見つかりませんが、それにつながりそうなヒントとして新十津

川町公式ホームページには、右の様な文章が掲載されています。 

写真（画像）だけではなく、文章も含めて「私的使用のため 

の複製」についてコメントしてあります。「私的使用のための 

複製」とは、「著作物を個人的に又は家庭内その他これに準ずる 

限られた範囲内において使用すること」であり、「公的でなけれ 

ば可能」ということです。「著作権法」については難しく、また 

「教育的な利用」に関しては、また別の難しさがあるので割愛し 

ますが、今、私が「壁紙」に使用している画像データは、記録用に自分で撮影し、校長室以外には広がっていきません。 

また「公的」「私的」の意味合いや範囲はとても広く、「公的使用」は、例えば、インターネット上にアップロードして誰も

が使用できるようにしたり、「仕事」としてこの画像を販売して利益を得ることを指し、その件については、そのどちらも行

っていません。つまり私の使用しているパソコンの「壁紙」については、端末も生徒の皆さんが使用しているiPadと同様

に、「校長が」仕事のために借用しているパソコン端末になりますが、自分で撮影した画像の「私的使用」にあたると考えて

います。（職員室の教職員のパソコンについても同様に思っています。サッカー部顧問が大会での集合写真を設定したりする

のは、学校「ならでは」であり、むしろ教育現場の職員室においては、微笑ましいこととさえ思っています。） 

しかしやはり、校長室以外の、職員室や生徒の皆さんの目に触れる場所（つまり「公的」に近い場所）では（・・・・「なんで

卓球部だけ？」とか「50歳過ぎているのにキモい」とか言われそう（つまり、他の人を嫌な思い、不快な思いをさせる））な

ので、慎むべきと思います。 

おそらく、全ての新中生は、SNSやメールによる一方的な暴言や心ない言葉もなどの画像関係以外の「ネット上のマナー」

も含めて、これらのことを十分理解していると思います。“自分は良くても他の人にとっては不快”や“「私的使用」の私的の

範囲”や“タブレットは学校（町）のもの、データは生徒のもの”などは、凡例や判例としては多くの事がネット上にも掲載

されていますが、自分の身の回りを見ると、整理付けることができない複雑なことがらが巻き起こり、それは人によって様々な見

解や意見があり、自分たちの周りでは、“話し合い”での解決や“控えるべきこと”に頼らざるを得ないることが多くあります。ある

一つの課題を解決しようとすると、「著作権」と「肖像権」などの関係のように、必ず他の課題もつながっており、学校では

白黒つけられない事柄にも直面しています。学校での学習面での活用についても、アプリの有無など、教科の特性上、“活用

しやすい教科”とそうでない教科があるという事実など、そもそも同一歩調で、連動して進行しない・できないことも確かで

す。そのことを私たちは十分理解すべきと考えます。 

昔の学校”のように、中学生という多感な時期に個別対応や指導を一切考慮せずに、わかりやすく？“禁止”というのは、教

育者の端くれとして（いつの時代でも）軽々にやるべきではないと思っています。さらに、国や道の方針もありますが、子ど

もたちが今後の社会で生き抜くためにはICTは欠かせないものであり、この複雑な課題を話し合いながら解決したり身を守るこ

とを学んでいくことは、（ICTに限らず）経験させなくてはならないと考えています。生徒と大人たちの信頼関係を基盤に「様子

を見ながら可能な限り生徒に使わせたい。」と思っています。必要に応じて、「なぜダメなのか」「自分で努力できること」など

話し合いを行わせて、新中という「社会」で生徒が納得する方向へ指導していきたいと思っています。また、持ち帰ったとき

の責任と指導の全てを家庭での教育に押しつけようとは思っていません。きれい事に聞こえるかもしれませんが学校と家庭と

で、密に相談しながらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。         （校長 柴田） 

R4 学校祭テーマは、公募の結果、生徒（1 年生）が応募した「輝彩」を採用し、バックデザインは２・３年生有志

の合作です。学校祭は終了しましたが、今後もしばらく使わせていただきます。（校長） 

第 8号 令和 4年 11月 30日  発行責任者 校長 

これまで、「新中だより」の１ページ目には、日々の学校生活で巻き起こっていることを、自分の言葉で綴っています。 

保護者の皆様の時代は、学校の机にプリクラやシールを貼ったり、こっそり「●●部最高！！」などと落書きして見つかって指導を受け、「ジー

ルを貼ることがなんで悪いのだろうか？」と思ったり反抗したりしたことが、今、タブレット上で展開されています。 

 

 「壁紙への使用」などの具体的な“決め”はなかなか見つかりません

が、新十津川町公式ホームページには、右の様な文章が掲載されてい

ます。「新十津川町公式ホームページに掲載されている個々の情報

（文字、写真、イラストなど）に関する諸権利は、著作権の対象であり、法

律によって保護されています。これらの情報について、「私的使用のた

めの複製」や「引用」など著作権法上で認められた場合を除き、新十津

川町の許可なく複製、転用などをすることは法律で禁止されています。」 



 

  １１月１５日に、７月の母村訪問予定であった１・２年生が、奈良県十津

川村立十津川中学校の２年生１５名とオンラインで交流しました。コロナ

禍で、３年連続訪問中止となったことから、オンラインでの交流ができな

いかと検討し、実現したものです。本校からは、新十津川の町の紹介や学

校紹介を、十津川中学校の生徒からは十津川村の観光名所や中学校の

施設や給食の様子を紹介しました。 

お互いが初対面で、しかもオンラインでの交流ということもあり、どう

関わって良いか、戸惑う様子もありましたが、時間が進むにつれ、少しず

つ和やかな雰囲気となりました。 

 来年は、十津川中学校が修学旅行で来町したり、本町の研修訪問団が

十津川村を訪れたりして、直接交流ができるよう、願っています。 

参加した生徒の皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  １１月１８日に、町教育振興会指定本校公開研究会を実施予定でしたが、新型コ 

ロナウイルス感染拡大防止の観点から授業動画配信の「オンデマンド開催」と切り 

替えて実施いたしました。本校は、「主体的・対話的で深く学ぶ生徒の育成」という 

テーマで、特に今年度はタブレット端末等 ICTを活用した授業実践を積み重ねる 

ことを主眼にしながら教師の授業力を高め、未来を生きる生徒のより良い学びを 

どう保障するか日々研鑽を積んでいます。 

当日は３年生英語、１年生理科、特別支援学級外国語の３本の授業を撮影し、小 

学校の先生方にもご意見等をいただくことにしています。 

 

１１月２３日に、本校駐車場の区画線が白く塗り直されました。 

これは、「企業による地域貢献」の一環で、奈井江町の砂子組さん 

が教育委員会に申し出て実現したものです。 

 本校は災害時の避難場所に指定されていることから、新たに 

「身障者用の駐車スペース」１台、「来客用スペース」２台分を設け 

るとともに、玄関前には「バス優先」の標示を施工していただき 

ました。 

 おかげをもちまして、来校者にもわかりやすく、より安全に本校 

を活用していただくことができます。 

 ありがとうございました。 

前のページの「おまけ」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●駅の黒板掲示板～インターネットの掲示板へ 

●ブログ～日記の ICT 化。 

●誰でも発信できる世の中になり無責任な書き込みが問題に。 

●MIXI～グループの秘匿性が問題になる。 

●“オープンソース”“共有”という言葉⇔著作権 

●facebook ～実名投稿の原則 

（パソコン時代からスマホ時代へ。） 

●twitter～140 文字ブログ。元アメリカ大統領のアカウント停止。 

そして復活 

●LINE の爆発的普及やいじめ。●職業 YouTuber 

●Instagram。言葉よりも画像を中心とした投稿 

●スマホによるわき見運転の厳罰化 

 

下の事柄は、インターネットについて記憶

に残っていたり関心が高かったものです。

「問題」や「課題」ばかりに関心が向いてし

まいますが、“救難チャンネル”としての役割

は大きな災害ごとにクローズアップされた

り、“商用広告媒体”としては、個人事業主の

大きな戦略の一つです。 

また、windows95 からスマホに至るまでの

期間、多くの自治体では敬遠されがちだった

ホームページやブログ、twitter などは、今

や、どの自治体も取り組んでいます。広報メ

ディアも一時、高齢者ニーズの高まりから

「紙」への回帰もみられましたが・・・ 

『時代の流れ』の一言で、世の中の流れが変

わり、便利の代償として使う側の責任が重要

になったことは確かです。   校長 

 



  

                                

 

 

本校では、11月７日から１１日まで２学年の学年閉鎖、９日から 11日まで１年Ｂ組学級閉鎖を行いました。 

空知管内でも感染拡大が更に広がっている全道的・全国的にも感染拡大が続いており、第８波に入ったともい 

われております。さらに、この冬はインフルエンザの流行も懸念されていることから、本校では、毎日の生徒の健 

康観察や必要に応じてご家族の状況も考慮し、生徒が健康で学習・生活を送れる環境づくりを一層すすめてい 

ます。 

   今後も、生徒や他のご家族様の健康を第一に考え、できる取組を継続して行います。 

 

 【日常の感染症対策】 

     これまでの「マスク着用」「手洗い・手指消毒」「給食時の黙食」「他の人との距離をとる」などは今後も継続 

して取り組みます。また、ご家族に風邪症状など体調不良の方が居る場合や、検査を受けて結果が出るまでの 

間、さらには生徒が発熱したのち下熱してすぐの登校については、従前と変わらず登校を控えていただきたい 

と存じます。（例として、月曜日に熱が下がったら、火曜日は自宅で健康観察をしていただき水曜日から登校再 

開、とさせていただいております） 引き続きご理解・ご協力をお願いします。 

  ① 毎朝の健康観察を徹底します。１２月からはロイロノートに入力、提出してもらうことで、全教職員が 

把握しやすくします。 

 ② 普段の体調と違うという生徒の申し出に、養護教諭・学級担任を中心に複数で健康観察・相談を行 

い、早期の対応に努めます。 

 ③ 休み時間の教室内の換気を徹底します。また、教室では加湿器を活用します。 

      ④ 出席停止期間中に症状が軽快した後や自宅待機を余儀なくされている場合、朝の会・帰りの会や 

5教科の授業を中心に、facetimeで授業を配信しています。学級担任または学年担当の教員に 

ご相談ください。 

 

 【学校行事】 

  ① ＳＴ報告交流会 １１月３０日（水） 

本日実施しました。各家庭から１名と制限をさせていただきました。 

ご協力ありがとうございました。 

② ３年三者懇談 １２月５日（月）～９日（金） 

  密室で長時間の面談とならないよう、換気、アクリル板設置、対面とならないような座席の工夫 

などします。 

③ 参観日・保護者懇談 １２月２１日（水） 

  各家庭から１名とさせていただきます。より広い教室で授業を行ったり、授業の様子を隣の教 

室で視聴できるよう、配慮いたします。 

④ 歌声交流会 

            １２月１７日（土）午前、「ゆめりあ」で行います。生徒の座席間の距離を確保します。 

            そのため、保護者の方の当日の会場での参観はご遠慮いただきますが、実施後、ＹｏｕＴｕｂｅで 

視聴できるよう、準備しご案内いたします。 

 

そのほか、本校では道教委通知や町教育委員会の指導等に基づき、感染対策を講じながら、生徒が安心して 

学びを継続できる体制を整えて日常の教育活動を行ってまいります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行事予定が変更になる場合は、マメール等でお知らせいたします。 

🎄12/23（金）に、「ＰＴＡ親父の会」から生徒の皆さんに「ドーナツ」がプレゼントされます！🍩ありがとうございます🎅 

日 曜 行事予定
放課後学習サ

ポート スクールバス 日 曜 行事予定
放課後学習サ

ポート スクールバス

1 木 ②③④ 17 土 歌声交流会 12:10ゆめりあ

2 金 ３年学力テスト（入試模試） ③④ 18 日

3 土 数学検定９：３０-１１：５０ 19 月 振替休業（歌声交流会）

4 日 20 火 ＳＣ来校日　靴箱清掃 ③④

5 月 ３年三者懇談　１・２年ＱＵ ③④ 21 水 【月曜日課】　参観日・懇談会 ②

6 火
３年三者懇談　ＳＣ来校日

③④ 22 木
３年学年末テスト範囲発表　職
員会議

②

7 水 ３年三者懇談 ③④ 23 金 全校集会　職員会議 ②

8 木 ３年三者懇談 ③④ 24 土 冬季休業

9 金 ３年三者懇談 ③④ 25 日 冬季休業

10 土 26 月
冬季休業

長期休業学習サポートやまびこ

11 日 27 火
冬季休業

長期休業学習サポートやまびこ

12 月
常任委員会

★ ②③ 28 水
冬季休業

長期休業学習サポートやまびこ

13 火
町仲間づくり子ども会議15：
30　清掃強調週間～16日

③④ 29 木
学校閉庁日

14 水 ③④ 30 金 学校閉庁日

15 木 保健指導２・３年 ③④ 31 土 学校閉庁日

16 金 保健指導１年 ③④ スクールバス時刻　①13:50　②14:50　③16:05　④17:20

悪天候等による臨時休校・登校時刻の繰り下げ等 

の対応について 

 

北海道においては今後本格的な降雪期を迎え、悪天候等による 

雪害や交通障害が懸念されることから、生徒の安全確保を最優先

に考え、悪天候等による臨時休校や登校時刻の繰り下げ等の対応について次のとおりとしますので、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

１ 悪天候により、臨時休校または登校時刻の繰り下げ等を行う場合は、朝６時３０分までに教育委員

会の指示・連絡等を受け校長が判断し、その後マメールで各家庭へ連絡をいたします。 

 

２ 上記１の連絡がない場合で、暴風雪等で登下校の安全確保が難しいと思われる場合は、保護者の

判断で自宅待機、自宅学習をさせてください。 

 

※なお、スクールバスの遅延や運行不能の場合は、マメールや防災無線等でご連絡をいたしますの

で、ご留意ください。 

（担当：教頭） 


