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多治見地区更生保護女性会のみなさんから手作りの押花しお

りをいただきました。 

毎年、多治見地区の更生保護女性会、保護司会のみなさんは、

社会を明るくする運動の一環として、多治見市の全中学校を訪

問し、手づくりの押花しおりを３年生全員に、また啓発物品を

生徒全員に贈り、励ましの声をかけて子どもの健全育成に努め

ています。 

今年も更生保護女性会の方３名が来校され、３年生の一人一

人に「手作り押花しおり」とポケットティッシュ、１・２年生

にはポケットティッシュを一人１個贈呈してくださいました。例年ですと、３年生全員にお話をしていただ

いていましたが、今年度は、コロナ禍ということもあり、学校を代表して校長が受取りました。 
 

 
 
■安全・安心な「部・クラブ活動」の運営について 
 

中体連の大会やコンクールなどが中止になり、代替の大会などが休日に行

われる競技もたくさんあります。ここ数日の間に状況が悪化していることも

あり、各「部・クラブ」において、その活動には十分コロナウイルス感染症

対策を心がけ、注意していただいていることと思います。できる限り「密に

なる言動」を控え、コロナ感染が拡大しないためにご協力ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多治見市立北陵中学校 

     多治見市旭ヶ丘１０－６ 

TEL ０５７２－２７－６０６８ 

http:// school.city.tajimi.lg.jp/hokryo/ 

『親育ちコーナー 土曜学習「わがまち 多治見大好き講座」と家族の会話』 
教育研究所 

 
教育研究所では、多治見の小中学生が「ふるさと多治見」を誇りに思う心を育むことを願い、土曜学習「わがまち 多治見大好

き講座」を開催しています。 

土曜学習を終えると、受講した子ども達だけでなく、保護者の方からもたくさんの感想をいただきます。「迎えに行ったら、『タ

イルのもとになる粉にさわったよ』『多治見は、モザイクタイルで有名なんだよ』と色々教えてくれました」、「初めて体験した座

禅のことや樹齢７００年のイチョウの樹のことを興奮気味に話してくれました」、「あいにくの雨でしたがとても楽しかったよう

で、聞いてきたことを帰りの車の中で次から次へと話してくれました」。これらの感想からは、保護者の方々が子ども達の話に根

気よく耳を傾けてくださる様子が推察され、主催者としては嬉しい限りです。また、こうした関わり方の積み重ねが「親育ち４・

３・６・３たじみプラン」で求める家族の絆を、より確かなものにしていくのだと毎回感じています。 

この講座は、月一回程度、土曜日に開催しています。今年度は新型コロナ感染症拡大防止のため開講時期を遅らせ、第一回目

を９月に実施する予定です。今年も、土曜学習を話の種にして、ご家庭での会話に花を咲かせていただけましたら幸いです。 

更生保護女性会から寄贈(校長室にて） 

 学校の再開から２ヶ月が過ぎようとしています。子どもたちの生活

は、少しずつですが日常を取り戻しつつあります。 

中庭に見慣れない花を見つけました。葉がなく、地面から茎だけが

伸びていて、きれいなピンク色の花をつけています。調べてみると「夏

水仙（ナツズイセン）」という花だと分かりました。ただ、水仙という

名前ですが、彼岸花（ヒガンバナ）の仲間だそうです。８月頃に咲く

とのこと。夏休みがとても短い今年だからこそ見つけられたのかもし

れません。海外では「マジックリリー」と呼ばれているそうです。 
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『情報モラル特別講座』 

  
■「不正アクセス禁止法違反」を皆さんは、知っていますか？ 

これはインターネットや携帯電話を通じて行われる犯罪で、

中学生にとても多い犯罪です。オンラインゲーム、ＳＮＳなど、

他人のＩＤ、パスワードを不正に入手して、その人になりすま

す。誰かのＳＮＳを乗っ取って、違う人に悪口を書く。なりす

まし行為は、結果、犯罪につながるということを忘れないでい

てほしい。誰かを嫌な思いにさせる、誰かに苦しい思いをさせ

る、相手の気持ちが分かっていればやらないことなのですが、

これぐらいいいだろうという気持ちでやってしまうことがあ

るということを皆さんは知っておいてほしいと思います。 
 

■インターネットの世界は、基本、全世界に公開するのが前提となっています。 

自分の書いたもの、投稿した画像は、不特定多数の人に見られているという感覚を必ず持っていてく

ださい。「限定すればいい」、「グループだけならいい」という考え方はとても危険です。インターネ

ットの向こうには、たくさんの犯罪者がいます。いろんな方法で誘ってきます。「お金が儲かるらしい」、

「誰かの助けになるから」、「この人はいい人そうだから」という甘い気持から犯罪に巻き込まれてし

まうことがあります。気をつけてほしいです。 

ネットの情報を頼らないでください。ネットというのは、自分が検索したものだけ、自分が見たい情

報だけを見ます。だから、自分の知る情報はどんどん偏っていきます。自分の考えていることが間違っ

ていないことを確認するために検索することもあります。自分の考えていることに賛同する情報を見つ

けると、それがある一部の人だけの情報であったとしても、自分の考えていることが間違いないと思い

込み、情報に騙されてしまう事案も起きています。 

ネットの情報は、相手の顔が見えません。声も聞こえません。そのため、本当の感情

を伝えることは難しいです。自分が書き込んだものが、相手に悪口と捉えられてしまっ

たり、嫌な思いにさせたりしても、相手の気持ちに気づくことはなかなか難しいです。 

その中で気をつけてほしいこと。それは、動画、画像、書き込みは、インターネット

上に一回載せてしまうと消えないという感覚を自分の頭に入れておいてほしいと思いま

す。そして、書き込みをする前に、立ち止まる時間。立ち止まって、これは載せても大

丈夫かな？どうかな？と考えてから載せる習慣をつけてください。 
 

■みなさんが利用しているアプリについて、気をつけなければいけないことをお話します。 

位置情報共有アプリ「Zenly（ゼンリー）」についてです。これは、相手の居場所がリアルタイムで

分かり、位置情報によってお互いに承認した人しか分かりませんが、家やバイト先、遊んだ場所、滞在

時間まで分かります。今、どこにいるのか、どこに行こうとしているのか、もちろん、便利に使えばい

いものかもしれません。ただ、これによるトラブルがとても増えています。 

自分の家の場所を知られたくない場合でも、このゼンリーによってつながることによって、知られて

しまいます。位置が知られたくない場合には、ゴーストモード機能があります。ただ「何でゴーストモ

ードにしたの？」と、友人関係のトラブルに発展してしまう場合もあります。 

７月６日（月）の４時間目に、多治見警察署 生活安全課 少年係長の田中さんから情報モラル
についてのお話を聞きました。DVD「オンラインゲームに勝ちたくて不正アクセス」を視聴後、テ
レビ放送によりお話を伺いました。 
情報モラル特別講座では、子どもたちの身の周りに起こっている事案を例に、ネット上に潜む危

険性についてわかりやすくお話ししていただきました。すでにお子さんを通じてお聞きかと思いま
すが、この機会に、もう一度、ご家庭でお考えいただけたらと思い、講演内容を掲載します。紙面
の都合上、一部、編集をさせていただいています。 

 

 

多治見警察署 生活安全課 

少年係長 田中 聡 様 
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友だち関係がギクシャクしてしまうパターンもあります。地図上で友だち同士が遊んでいるのを見れ

ば、何で自分は呼ばれなかったのかと思って悩んでしまう子もいます。こういったアプリはいい面もあ

りますが、自分にとって悪い情報も与えてくれるということも知っておかなければなりません。 

続いて、ＳＮＳについてです。不特定多数の人とコミュニケーションをとれるのがＳＮＳです。楽し

く使えば便利なサービスですが、反面、いろんな人とも、危険な人ともつながってしまう恐れがあると

いうことを知った上で使わなければいけません。中でも、ツイッターやインスタグラムは注意が必要で

す。これは、便利にいろんな人とつながることができますが、相手は、自分たちを中学生と分かった上

で狙ってきます。また、インスタグラムは、自分が載せた画像などを簡単にコピーすることができます。

自分が載せていた情報がコピーされて別のアカウント、ツイッターやインスタグラムに載せられていた

り、知らないうちにアカウントをつくられていたりという事案が後を絶ちません。面白半分や楽しいつ

もりでツイッターやインスタグラムに載せてしまった画像や情報がいつのまにか全世界につながって

しまうということを知っていなければなりません。 

最後に、動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ (ティックトック)」についてです。ティックトックは、動

画投稿者の許可なしに動画をダウンロードできない仕組みになっていますが、動画を共有することでダ

ウンロードできますし、アップした動画が自分の知らないところで無断掲載され、個人情報が特定され

中傷されたりするような事案も起きています。また、自分が人気者になりたい、自分のことを知っても

らいたい、という個人情報の意識の低さから自分自身の顔を載せてしまった動画もとても多くあります。

このティックトックは、いろいろとトラブルが起きるので、トラブルになると退会するというパターン

もあり、利用している期間がとても短いアプリです。使いはじめの段階では、「面白いからいい」、「友

だちがやっているから」、「先輩や後輩が使っているから」と気軽に始めてしまうのですが、危険な思

いをしている子が、たぶん皆さんの中にもいるかと思います。 

こういったＳＮＳアプリは、使う段階で楽しいから、みんながやっているから使うわけではなくて、

使うのであれば、自分自身がどういうことに気をつけなければいけないのかということを必ず考え、知

った上で使うのであれば使ってください。それが守れないのであれば、中学生の内は使わないというこ

とが自分自身を守ることにつながります。 
 

■スマートフォンやインターネットツールは、自分自身の生活を豊かにするために使うものであるはず

です。自分の生活を悪くするためにスマホを使い始めたわけではないということは、みんな同じです。 

また、自分を守るのは自分しかいません。インターネットツールやスマートフォンを使っているとき

には、周りに大人はいないと思います。きっと自分一人でやっていると思います。ということは、自分

を守るのは、自分自身しかいません。自分自身が自分を守るのです。 

この３つを、必ず大切にしてほしいと思います。 

そして、危ないな、怪しいなと思った段階で、早めに相談をしましょう。被害に遭ってから相談に来

るケースがとても多いです。自分自身、親さん、先生方、友だち、みんな傷つきます。だれも喜びませ

ん。自分自身が嫌なことをしないため、嫌な思いをしないために、そして、友だちを巻き込まないため

に、自分自身が「困ったな」、「やばいな」と思ったら、とにかく早めに相談するようにしてほしいな

と思います。 
 

「一瞬の判断の間違いが、一生に影響することがある。」これがネット社会です。 

みなさんが、ネットに関するトラブルの被害に遭わないことを願っています。 

１．ネットに載せた画像、動画は、ずっと残るということ 

２．載せるときは必ず立ち止まって、これは載せていいのか載せてはい

けないのか考える時間を作ること 

３．相手のことを考えてネットを使うということ 
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１ 土  １ 火                 16: 35 

２ 日  ２ 水 生徒集会             16:35 

３ 月   15: 35 ３ 木 ３年生保護者説明会 19:00～   16:35 

４ 火                 15: 35 ４ 金                 16: 35 

５ 水 検尿③              15:35 ５ 土  

６ 木 ２年生保護者説明会 19:00～   15:35 ６ 日  

７ 金                 15: 35 ７ 月                 15: 35 

８ 土 夏季休業日開始 ８ 火 生徒会選挙告示・受付開始    16: 35 

９ 日  ９ 水 短縮４５分日課         16:05 

10 月 山の日 10 木 期末テスト１日目   口座振替日  13:55 

11 火 口座振替日 11 金 期末テスト２日目           13:55 

12 水 閉庁日 12 土  

13 木 閉庁日 13 日  

14 金 閉庁日 14 月                 15: 35 

15 土  15 火                 17:00 

16 日 夏季休業日終了 16 水                 17:00 

17 月                 15: 35 17 木                 17:00 

18 火                 15: 35 18 金                 16: 35 

19 水                 15: 35 19 土  

20 木                 15: 35 20 日  

21 金                 15: 35 21 月 敬老の日 

22 土  22 火 秋分の日 

23 日  23 水                 15: 35 

24 月                 15: 35 24 木 ３年実力テスト         17:00 

25 火                 15: 35 25 金                 16: 35 

26 水                 15: 35 26 土  

27 木 委員会・教科リーダー会     16:15 27 日  

28 金 ３年生インターネット接続テスト    13:30 28 月                    15:35 

29 土  29 火 体育祭準備             16:35 

30 日  30 水 体育祭              15:00 

31 月  15: 35    

 

 

 

◆「１家庭１ボランティア」運動について 

配付されたチャレンジカードを活用して、是

非、この機会に家庭でのお手伝い、家族と一

緒にボランティア活動などに積極的に取り組

んでみてください。 

◆３年生の部活動費について 

新型コロナウイルス感染症への対応

のため、部活動がほとんどできなかった

３年生に部活動援助費（５月に集金済み 

1，000 円）を返金します。返金の方法

は、部活動援助費分を差し引いた額で２

月(調整月)の集金をさせていただきま

す。 

◆クラブ待機について 
 
８月は５時間授業として、下校時刻を

１５時１５分以降(最終下校時刻１５時３

５分)としています。クラブ活動開始時

刻までの「学校待機」については、コロ

ナ感染症対策である「密にならない」と

いうこともあり「原則禁止」しています。

ただし、自宅が遠い生徒（クラブ時間に

間に合わない）については、「学校待

機」の希望があった場合には、認めま

す。この対応は、「急いで走ったりして

交通事故に巻き込まれないため」の配

慮でもあることをご承知ください。 

 尚、申し出については、本人から各

部活動顧問に伝えてください。 

◆８月の学校集金について 

給食の無償化にともない、８月の給

食費の引き落としをしません。学習

費・旅行費・ＰＴＡ会費については通

常どおり徴収します。８月の引き落と

し額は、長子の場合、 

１年生…８，０００円 

２年生…７，９００円 

３年生…４，０００円 です。 

※東濃信用金庫の場合は手数料110

円が必要ですのでご注意ください。 

◆資源回収（10月 4日）の中止について  
コロナ感染状況の動向及び2年生・3年生の宿泊研修等への影響を考慮し、10月4日に予定をしておりました第２回資源回収は中

止、第２回花いっぱい運動は延期します。 

北陵中学校ではいつでも資源を出していただけるように、資源回収ＢＯＸを設置しています。市の回収に出される方も多いと思いま

すが、中学校に出していただくことで資金を子どもたちのために活用することができます。是非ともご利用下さい。 

詳細は後日お伝えします 


