
  

学校の働き方改革 
教員の働き方が社会問題になっています。

長時間勤務が常態化し、体調を崩す教員が増

えているからです。こうした余裕のない働き

方を続けていると、子どもの小さな変化を見

過ごしてしまうことにもなりかねません。一

人一人の子どもとしっかり向き合う時間を確

保するためにも、教員の長時間勤務の是正は

喫緊の課題です。 

 

文部科学省は、本年１月に「公立学校の教

師の勤務時間の上限に関するガイドライン」

を通知し、１ヶ月の超勤時間の上限を 45 時間

としました。 

しかし、三川小学校の先生方の勤務時間は、 

平均して 50 時間を超えており、60 時間を超

える教職員も複数います。早急に対応が必要

となりました。 

  

まず、次のような変更を行うこととしまし

た。年度当初にお示しした年歴では、７月 19

日（金）、22 日（月）、23 日（火）を授業５

時間としていました。しかし、これでは先生

方が通知表を作成する時間を十分に確保する

ことができません。どの小学校でも、通知表

を作成する学期末（７月、12 月、３月）は超

勤時間が増える傾向にあります。 

 

そこで、当初予定を変更し、上記３日間は

授業４時間とさせていただきます。また、２

学期始の 8 月 29 日（木）は給食後下校、30

日（金）は授業５時間とさせていただきます。

夏休みの課題を担任がチェックする時間を確

保し、できるだけ早く子どもたちに返却する

ためです。急な予定変更となり、保護者の皆

様には大変ご迷惑をおかけしますが、趣旨を

ご理解いただき、ご協力をお願いします。 

 

 

＊今年度より、「暑中見舞い」「年賀状」による担

任からのご挨拶は遠慮させていただきます。子ど

もたち・保護者の皆様には、通知表や学級だより

をもって、ご挨拶に代えさせていただきます。何

とぞよろしくお願いします。  

 なお、夏休み期間中も、土日祝日・ 8 月 13～ 15

日（学校無人化）以外、教職員は出勤日です。何

かありましたら、いつでも学校へご連絡ください。

（教職員の勤務時間 8:05～ 16:35） 

         

広がる学び 

 ５年生では、新潟水俣病について学びます。

このたび、県が主催する「水俣病発生地域間

交流事業」として、三川小学校の５年生４名

と担任が、７月 31 日（水）～８月２日（金）

に熊本県水俣市を訪問し、現地の小学生と環

境問題について意見交流することとなりまし

た。交流では水俣市の小学生とグループをつ

くり、グループごとに学習を進めるプログラ

ムが組まれています。 

６年生は、７月４～５日に、佐渡に修学旅

行に行ってきました。そして、佐渡を世界遺

産にする会が主催する「佐渡金銀山を世界遺

産に！子どもサミット」（８月 24 日、メディ

アシップにて）に、三川小学校の６年生２名

が招待されました。子どもサミットでは花角

知事との懇談も予定されています。新潟市、

上越、中越からもそれぞれ小学生２名ずつが

参加し、意見交流します。  

  

このように、この夏、三川小学校の子ども

たちが、他地域の同年代の子どもたちと共に

学習する機会に恵まれました。それぞれの場

で、自分の考えをしっかり伝え、わからない

こと・疑問に思うことは質問し、相手の主張

も受け止め、これまでの学びを広げてくれる

ことを願っています。 
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多くの子どもが、この自然体験教室を通して、

友達とのつながりが強まったと感じてくれた

ようです。そのつながりを、これからの学校

生活に活かしてくれるとうれしいです。 

 

 

7.4～5 ６年佐渡修学旅行 

６月 18 日に発生した新潟・山形地震のため、 

20 日から予定していた１泊２日の佐渡修学

旅行を２週間延期し、７月４～５日に実施し

ました。 

 出発式こそ雨が降っていましたが、佐渡汽

船ターミナル新潟港に着く頃には雨も上がり、

その後は天候に恵まれ、予定通りに見学・体

験を行うことができました。日程を紹介しま

す。 

 

 

7/4（１日目） 

・カーフェリーで佐渡へ  

・西三川ゴールドパーク 

・佐渡金山見学 

・北沢浮遊選鉱場見学 

・尖閣湾（海中透視船、水族館見学、ろくろ体験） 

・八幡館宿泊 

7/5（２日目） 

・佐渡太鼓体験交流館（たたこう館） 

・矢島たらい船体験 

・トキの森公園（行谷小との交流） 

・磯遊び 

・ジェットフォイルで新潟へ 

 

 

 

 

トキの森公園では、行谷小学校の６年生か

ら、トキの生態や保護活動の様子について説

明を受けました。行谷小学校は、「日本一ト

キに詳しい学校」としてその名を知られてお

り、三年前から修学旅行のたびに交流してい

ます。交流の様子は、７月９日付新潟日報朝

刊にも紹介されました。  

三川小学校からはお礼に、阿賀町の雪椿う

どんを贈り、喜ばれました。 

 

 

 

修学旅行の最後は、磯遊びをしました。ど

の子も裸足になって、びしょびしょになって

遊びました。よい学習、体験ができ、充実し

た二日間を過ごすことができました。 

  たらい船は、なかなかまっすぐ進みません  

みんなでカヌー体験  

  海の水は冷たくて、気持ちよかったです  

行谷小学校６年生が説明してくれました  



6.17 いじめ見逃しゼロ小中合同朝会  

いじめ見逃しゼロ小中合同朝会が行われま

した。中学生の呼びかけに応え、一人一人が

花形のカードに、いじめ撲滅に向けたメッセ

ージを書きました。そして、木の形が書かれ

た台紙に、カードを貼っていきました。  

 

 

中学生が小学生をリードし、メッセージの

花が木に貼られていくと、いじめを決して許

さない三川小中学校の強い意志を感じること

ができました。階段の踊り場に掲示し、子ど

もたちはいつもその木を見ながら教室に向か

います。 

いじめは、どこにいても起きます。いじめ

をゼロにすることは難しいことです。大事な

のは、それを見逃さないことです。いじめに

敏感に反応し、強い違和感をもって強く拒む

ことのできる三川の子どもであってほしいと

願っています。 

その日のお昼休みは、小中合同遊びを行い

ました。ある班は体育館で手つなぎ鬼、ある

班はギャラリーでなわとび、ある班は理科室

でカルメ焼き。小学生と中学生が仲良くかか

わる姿を見て、他校にはない三川小中学校の

よさを強く感じることができました。 

それにしても、中学生の素晴らしい姿には

いつも感心させられます。どの子もやさしく

小学生に語りかけてくれます。もしかすると、

その中学生も、小学生の時にそのように当時

の中学生から語りかけられていたのかもしれ

ません。上の学年が下の学年を思いやり、下

の学年は上の学年に憧れる。三川小中学校に

はこのような好循環ができています。この伝

統を三川の宝として、これからも継承してい

きたいです。 

 

6.27～28 ５年自然体験教室 

三川の素晴らしい自然に触れ、自然ととも

に過ごす１泊２日の「５年自然体験教室」が

行われました。子どもたちの中には、初めて

親元を離れて泊まるという子どももおり、初

体験の多い自然体験教室となりました。日程

を紹介します。 

 

6/27（１日目） 

・中ノ沢森林公園で木工教室 

・公園内で自然遊び 

・ふるさと学習館で野外炊飯 

 （カレーライス作り）  

・ふるさと学習館できもだめし 

・ホテルみかわ宿泊 

 

 

6/28（２日目） 

・三川 B＆G 艇庫前で、 

カヌー、バナナボート体験  

 

５年生の子どもたちには、寝ること、食事

することなど、生活のすべてを共にすること

によって、友達の新たな一面を知り、さらに

仲良くなることができると伝えました。実際、

メッセージを台紙に貼る小中学生  

中学生が小学生に実演（カルメ焼き） 

中ノ沢森林公園で木工作  



知っておきたい子どものネット世界 

日本教育新聞（６月 24 日号）で、読者から

次のような投稿があり、有識者が回答する記

事を見ました。とても大事なことですので、

皆様に紹介します。 

 

中２の息子がスマホ漬け。寝ている間に

スマホを取り上げると息子が激怒し、父親

に殴り掛かった。怖くなったので返したが、

先生からはなぜ返したと責められた。どう

したらよいか。（母親）  

 

この投稿に対し、兵庫県立大学の竹内和雄

准教授は次のように回答していました。  

 

☆買い与える時が何より重要  

スマホやゲーム機器は購入時の約束、ルー

ル作りが勝負です。不適切な使い方が習慣に

なってしまうと直すのは非常に難しいもので

す。難しくするのは、友達などの存在です。  

ゲームも SNS も友達とのやりとりです。最  

近のゲームは、一人で進めるのではなく、  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近のゲームは一人でやるのではなく、複数

で  

複数で協力しながら進めます。一度、友達と

習慣ができると自分だけではやめられません。

友達を重視する思春期はなおさらです。  

最近はほぼ全ての携帯電話やゲーム機に、

時間がきたら自動的に使えなくなる機能が用

意されています。機器によって機能は様々で

すが、保護者がパスワードなどで管理できる

のは共通しています。購入時、親子でしっか

り話し合ってそういう設定をしてしまうとう

まくいきます。親が勝手に設定するのではな

く、親子で話し合うことが何より重要です。  

（中略）私は、小学校の入学式での説明が必

要だと数年前から多くの場面で話してきまし

た。最近やっとそういう動きが出てきていま

す。  

 

さて、この夏休みに、ゲームやスマホ、タ

ブレットを子どもに買い与えようと考えてい

る保護者の方もいるのではないでしょうか。 

後悔しないように、最初の約束、ルール作り 

をしっかりとお願いします。基本は「保護者  

の管理の下、正しく遊ぶ」です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月の主な予定 

３日（火）委員会⑥（運動会係打合せ） 

５日（木）運動会予行 クラブ活動⑤ 

６日（金）児童朝会（応援練習） 

７日（土）三川小・中学校大運動会 

８日（日）運動会予備日  

９日（月）振替休業日 

１０日（火）低学年身体測定 

１１日（水）中学年身体測定 

１２日（木）高学年身体測定・クラブ⑥ 

１９日（木）委員会⑦ 

２６日（木）クラブ⑦ 
      五泉・東蒲特別支援学級学校運動会  

     郡小学校科学研究発表会 

２７日（金）全校朝会 

 

 
＊予定は変更になることがあります。  

その場合は学級だより等でお知ら  

せします。  

７月の主な予定 

１７日（水）国際交流・中国の小学生との交流会  

１８日（木）クラブ活動④ 

１９日（金）授業４時間（給食後下校） 

２２日（月）授業４時間（給食後下校） 

２３日（火）授業４時間（給食後下校） 

２４日（水）１学期終業式（給食後下校）  

２５日（木）夏季休業 プール開放① 

２６日（金）プール開放② 

３０日（火）個人懇談会① 

３１日（水）個人懇談会② 

      水俣病発生地域間交流（～２日まで） 

 

８月の主な予定  

 １日（木）プール開放③ 

 ２日（金）プール開放④ 

１３日（火）～１５日（金）学校無人化  

２４日（土）佐渡金銀山を世界遺産に！子どもサミット  

２８日（水）サマースクール 

２９日（木）２学期始業式（給食後下校） 

３０日（金）授業５時間  

今後の主な予定 


