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10月26日に，文科省からいじめ等の状況が発表されました。

全国の小中高校などで平成２９年度に認知されたいじめが

前年度から９万件以上増加し、４１万４３７８件と過去最多

を更新しました。特に小学校で前年度より３割以上増加。会

員制交流サイト（ＳＮＳ）などインターネット上のいじめも

１万２６３２件で過去最多になり，いじめの“質”が急速に

変化している実情が浮き彫りになりました。

文科省担当者によると、数年前から増えている典型的ない

じめが、「ライン外し」と「既読スルー」だそうです。

友達グループでつくる無料通話アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」

から特定の人物がブロック（強制排除）されたり、その人物

が書き込むとそれまでのやりとりが止まり、無視されるとい

うものです。

いじめ相談などに取り組んでいるＩＴサービス会社「スト

ップイットジャパン」（東京都中央区）によれば、最近はＳ

ＮＳのプロフィール欄を悪用し、仲間への誹謗、中傷をグル

ープ以外にも広げるような事例もみられます。「いじめの様

態が巧妙化し、教師や保護者らが発見しにくくなっている。

実際のネットいじめは、調査の何倍もあるだろう」と警戒し

ています。

ネットいじめは、学校現場などで把握しにくく，問題が深

刻化することがあります。２８年１１月に新潟市で自殺した

高校１年の男子生徒は、不愉快なあだ名と関連する合成画像

をＳＮＳ上でやりとりされるなどしていました。埼玉県で昨

年１１月、自宅で死亡していた小学６年の女子児童も、直前

にＳＮＳで自殺に追い込まれるようなやりとりを同級生とし

ていたとされています。ネットいじめを研究している加納寛

子山形大准教授は、「ＳＮＳ上の仲間外れや既読・未読無視

がネットいじめの中心だが、調査では分類して聞いておらず、

いじめの質的な変化が捉えられない。『いいね』ボタンを押

してほしいという承認要求が加害者側の動機になることも多

く、現代のいじめの実態を把握できる方法に改めるべきだ」

としています。

※ 12月1日(土) 校区青少年健全育成大会

講演「メディア漬けから子供の脳を守る」

講師 増田クリニック院長 増田 彰則 氏

子供が危ない Part３
文部科学省の調査結果から

本校の携帯電話等の実態調査から（４年生以上 322人回答）

１ 子供専用の携帯電話やゲーム機,パソコ ５０．６％
ン,タブレット等を持っている

２ 携帯電話やゲーム機,パソコン,タブレッ ４３．８％
ト等を家族で共用している

３ 子供専用のスマートフォンを含む携帯電 ２４．８％
話を所持している

４ 携帯電話等を持っている子供のうちフィ ８５．０％
ルタリングを設定

５ 家庭内ルールを決めている ８４．７％
・ 使用時間制限 ６９．３％
・ 使用場所制限 ４６．６％
・ 保管場所 ３０．７％
・ 保護者が接続記録確認 ２９．４％
・ 接続先制限 ２４．５％
・ 利用マナーを決める ３１．３％
・ 毎月の利用制限 ５．５％

６ 最もインターネットを長時間利用していること
(1) 音楽，画像，動画の閲覧 ７４．８％
(2) ゲーム ６１．１％
(3) 学習活動 ４０．５％

７ １日の利用時間
使っていない １６．０％
３０分未満 ２２．４％
３０分以上～１時間未満 ２９．１％
１時間以上～２時間未満 ２１．１％
２時間以上～３時間未満 ７．３％
３時間以上 １３人

８ トラブルの状況
・ 悪口やいやなうわさを書かれた
・ 誰か分からないメールや迷惑メール
・ しつこいメールがきたり，つきまとわれたりした
・ 多額の料金請求されて困った

〇 子供専用の携帯電話やゲーム機,パソコン,タブレット等と
家族で共用しているを合わせると９４．４％であり，ほぼ
全員がインターネット接続機器を利用しています。

〇 長時間のゲームやインターネットをしている子供は依存症
の疑いもあります。
・ 実際に長時間利用していると自覚している子供は４２％
・ インターネット利用を制限されるとイライラしたり落ち
着かない ２４．５％

・ サイト利用やメッセージのやりとりで勉強に集中できな
い １３．５％

・ 布団に入っても，携帯電話等を手放せない １０％
〇 学力向上の妨げにもなっているのではないかと危惧してい
ます。

【主な結果】
５年男子100ｍ走 ３位 ○○ ○ １４秒１

５年男子400mﾘﾚｰ ５位 〇〇･〇〇･〇〇･〇〇５９秒９

１０月１１日(木)に市小学校陸上記録会が開催され，５・６年生 ６年男子走り幅跳び ２位 〇〇 〇〇 ４m２７cm

代表選手が参加しました。選手は，本番でベスト記録を出せるよう ６年男子800ｍ走 ９位 〇〇 〇〇 ２分３５秒８

に，朝の時間や放課後等を活用して練習に取り組んできました。 ６年女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ７位 〇〇 〇〇〇 ４７m８７cm

１０月４日（木）の放課後練習には，東谷山中の陸上部の生徒たち ６年女子60ｍﾊｰﾄﾞﾙ ４位 ○ 〇〇 １１秒０

が練習の補助に参加し，小学生に練習の仕方を丁寧にアドバイスして ６年女子400mﾘﾚｰ ２位 ○･〇〇･〇〇･〇〇５８秒７

くれました。

そして，本番では選手一人一人が練習の成果を十分に発揮し，素

晴らしい活躍でした。あわせて，瀬脇響心さんの役員としての頑張 中学生との練習

りも光りました。子供たちを精一杯応援してくださった保護者の の様子

皆様方，本当にありがとうございました。

市陸上記録会，学校代表として頑張りました‼



【１１月の行事予定】
１日(木) ようこそ東谷山小へ，学校評議員会

４日(日) 創立50周年記念ＰＴＡバザー

７日(水) 芸術鑑賞会（スクールコンサート）

１０日(土) 土曜授業日，創立50周年記念式典

１６日(金) 就学時健康診断（下校時刻：１２：４５）

２０日(火) 避難訓練

２７日(火) 持久走大会・学級ＰＴＡ(２・５年)

特別支援学級ＰＴＡ

２９日(木) 持久走大会・学級ＰＴＡ(３・６年)

３０日(金) 持久走大会・学級ＰＴＡ(１・４年)

ありとわたし
１年５組 〇〇〇〇 〇〇〇

「あれっ，ありのぎょうれつだ。」
かいものからかえってきたとき，げんかんのよこにおいてあ

るあさがおをみると，ながいありのぎょうれつができていまし
た。「みんなでならんでいて，おもしろいな」と，わくわくし
ながらみていました。
わたしは，ありがだいすきです。ありは，ちいさくてうごき

がかわいいからです。そして，おかあさんから，
「ありは，はたらきものなのよ。」と，おしえてもらったとき，
「こんなにちいさいのにはたらくなんてすごいな」とおもった
からです。
４がつにわたしのいえに，たくさんのありがやってきました。

いもうとがたべたせんべいのくずに，ありがあつまっていたの
です。いもうととおとうとは，
「こわいよ。」
と，いってにげてしまいました。でも，わたしはしばらく，あ
りたちをみることにしました。ありはせんべいをみつけると，
じぶんのすへはこびはじめます。そのありをみていると，とて
もたのしそうにみえました。
さいしょは，２，３びきしかいなかったのに，いつのまにか

たくさんのありが，ぎょうれつをつくって，みんなですにはこ
んでいました。「どうやってぎょうれつをつくっているのか
な」とおもったので，おかあさんといっしょに，しりつとしょ
かんにいって，ずかんでしらべることにしました。
いちばんさいしょにえさをみつけたありが，おなかのさきか

らにおいのするえきをだして，みちしるべをつけます。そのみ
ちしるべにそって，なかまがえさのあるばしょにあつまり，ぎ
ょうれつができるのです。「えさをひとりじめしないで，なか
まといっしょにわけてあげるありは，やさしいな」とおもいま
した。
あつめたえさは，たべものをためておくへやにはこびます。

そして，そこからようちゅうのへやにいるあかちゃんたちへた
べものをあげるのです。わたしのおとうともまだひとりでごは
んをたべることができないので，わたしがスプーンでくちにい
れてあげます。「わたしとありは，にているな」とうれしくな
りました。
ありのすにはほかにもたまごのへや，まゆのへや，じょうお

うありのへやなど，たくさんのへやがあって，トンネルでつな
がっています。「わたしも，ありぐらいにちいさくなってたく
さんおへやにいってみたいな」とおもいました。
わたしは，ありのひみつをしって，ありのことがもっとすき

になりました。こんどは，ありをみつけたら，
「だいじにえさをはこんでね。」
と，いってあげたいです。そして，いえのなかにやってきたら，
そっとふくろにいれて，そとににがしてあげます。
「ありさん，またあそびにきてね。」

おはら祭りを残していく
６年４組 〇〇 〇〇〇

未来をよりよくするための一つとして，終戦後から長く受け
継がれてきた「おはら祭り」を残していきたい。
私はダンスを習っていて，踊ることが大好きなので，おはら

祭りに参加したことがある。すると、みんな楽しそうで，表情
が生き生きとしていた。さらに，他の地域や団体も参加するの
で，多くの人と交流を深めることができた。
ただ，未来をよりよくするために，なぜ，おはら祭りを残し

ていくのか，不思議に思う人もいるだろう。確かにつながりに
くい。
しかし，おはら祭りに実際に参加してみると，楽しくなり，

たくさんの人が笑顔になることが分かる。みんなが笑顔になる
と平和になり，未来がよりよくなるのではないだろうか。だか
ら，未来が平和でよりよいものになっていくためには，おはら
祭りを残すことが大事ではないかと考えた。
それを実現するために，私は，これからもおはら祭りに積極

的に参加する。たくさんの人に参加してもらうために，友達や
親戚を誘う。簡単なことかもしれないが，よりより未来につな
がっていくと信じている。

１０月２日（火）に第５０回秋季大運動会を開催しまし
た。台風接近のため，予定していた９月３０日（日）に実
施できず，準備の関係で２日間延期しての実施となりまし
た。
「あきらめず 心を一つに 全力でキバレ ヒガタニ魂」
の大会スローガンのもと，子供たち一人一人が，目標を持
って一生懸命練習に取り組んできました。
各競技内容に応じて，自分の持てる力を出し切ったり，

黄・白や学級等のチームワークを十分に発揮したりするな
ど，積み重ねてきた練習の成果を生かして精一杯競技する
ことができました。
平日にもかかわらず，多くのご声援と最後の片付け等に

ご協力いただき，スムーズに大会を終了することができま
した。本当にありがとうございました。

1年表現「さ・く・ら・ん・ぼ」 ２年「ヒガタニダービー」

３年表現「ヒガタニソーラン201８」 ４年「短距離走」

5年表現「組体操 未来への架橋」 6年「学級対抗リレー」

創立５０周年記念 第５０回秋季大運動会

１１月１日(木)～７日(水)は，「かごしまの教育」県民週
間です。本校では，開かれた学校づくりの一環として，学校
や子供たちの様子を多くの方々に見ていただくために，１１
月１日(木)を「ようこそ東谷山小へ」と題し，授業等の自由
参観日として設定しております。
保護者の方々だけでなく，校区の方々，また，お知り合い

の方々ともお誘い合わせの上，是非御来校ください。お待ち
しております。

学校自由参観へ，ぜひお越しください！


