
希望  

                                        

充実した夏休み、そして体育大会へ       校長 中嶋 信啓 

 

大きな事故等もなく、たくさんの生徒が元気に登校できたことをうれしく思います。この夏休みは、ボランティア

活動、部活動、コンクール等で活躍する生徒の姿をたくさん見ることができました。また、３年生の多くの生徒は、

高校体験入学に参加し、進路選択のための貴重な体験をしました。 

中体連夏季大会で東濃大会、県大会、東海大会で活躍した生

徒、英語スピーチコンテスト・吹奏楽コンクールで日頃の練習

の成果を発表した生徒・・・笠原中学校の代表としてたくさん

の生徒が活躍しました。また、選手として出場する仲間に大き

な声で声援を送る姿も数多く見られました。 

９月１８日は体育大会が行われます。７月から体育大会の

取組は始まっていますが、充実した夏休みでつけた個々の力

を発揮してさらに団結した集団の力を見せてくれることを期

待しています。保護者のみなさん、地域のみなさん、生徒たち

の団結した姿を是非ご参観ください。 

さて、昨年度より熱中症対策が大きな話題となりました。本校において

も活動を制限するなど、十分とは言えませんが対応を工夫してきました。

また、エアコンの設置も進み、使用可能となりました。 

まだまだ、暑い日が続く可能性があります。本校としても以下のような対応を計画しております。ご理解・ご協力

をお願いします。 

○体育大会までの熱中症対策 

・睡眠時間の確保・朝食摂取等生活習慣を整える呼びかけ  ・エアコンの使用 

・気温上昇による活動の制限               ・体側服での登下校 

・スポーツドリンクの許可                ・授業中の水分補給 

 愛校作業 ご協力ありがとうございました  

 8月18日（日）に実施しました愛校作業には、多くの方に参加して頂きました。朝か

らとても暑い日となりましたが、草取り、石拾い等、無事に終えることができました。

校庭、グランドがとても美しくなり、夏休み明けの学校生活や体育大会の練習を気持ち

よくスタートすることができます。ご協力いただき誠にありがとうございました。 

 

親育ちコーナー「身近な文化・体育施設を活用しよう！」 

文化スポーツ課 

文化スポーツ課が所管しています様々な文化・体育施設では、親育ち４・３・６・３たじみプランの事業を行って

います。今回はその一部をご紹介いたします。 

公民館では、音楽や工作、運動などを通して親子のふれあいを促進する講座を行い、図書館では、４ヶ月児健診対

象者の親子にブックスタートパックを手渡し、ボランティアによる読み聞かせを行っています。また、地球村では、

自然豊かな特徴を活かしたフィールドワーク、天文台を開放して望遠鏡で夜空の星を観察する事業を行っています。

その他にも、笠原体育館では、親子で参加するスポーツ教室や、軽スポーツを気軽に楽しめる開放型の体験イベント

を行っています。 

このように、文化・体育施設では、いろいろな講座等が行われています。９月以降も、気軽に親子で参加ができ、

楽しめる事業を計画していますので、一度お近くの文化・体育施設にお越しください。 
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8・9月 10月 

日付 行事等 下校時刻 日付 行事等 下校時刻 

27日（火） 全校集会 午前4時間授業 14:05 1日（火） 班長会 教科L会 16:10 

28日（水） 午前4時間授業 14:05 2日（水）  15:30 

29日（木） 
前期期末テスト① 午前4時間

授業 
14:05 

3日（木） 特別時間割 教育長訪問 15:30 

4日（金） 1年笠原の森観察会 17:00 

30日（金） 
前期期末テスト② 午前4時間

授業 
14:05 7日（月） 

MSJあいさつ運動 

後期選挙活動開始 
17:00 

2日（月） 臨時生徒議会 MSJ挨拶運動 17:15 8日（火） 生活アンケート 17:00 

3日（火） 生徒会委員会 16:30 9日（水） PTA家庭教育学級 15:30 

4日（水）  15:30 10日（木）  17:00 

5日（木） 生徒会執行部会 分団会 17:15 
11日（金） 

前期終業式 生徒会解任式 

PTA本部役員会 
16:30 

6日（金） 縦割り会議 17:15 

7日（土） 多治見市科学作品展  14日（月） 体育の日  

8日（日） 
笠原中学校第1回資源回収 

多治見市科学作品展 
 

15日（火） 

後期始業式 第4期スタート 

冬服完全移行 挨拶で絆の日 

後期生徒会選挙 最終下校時刻

変更16:45  MSJ挨拶運動 

16:45 
9日（月） 縦割り活動 MSJ挨拶運動 17:15 

10日（火） 全校練習 縦割り活動 17:15 

11日（水）  15:30 
16日（水） 

3年三者懇談① 2年職場体験

① 1年笠原の森樹林整備 
16:45 

12日（木） 全校練習 生徒議会 17:15 

13日（金） 全校練習 係会 17:15 
17日（木） 

3年三者懇談② 2年職場体験

② 1年笠原の森整備予備日 
16:45 

15日（日） 
資源回収予備日 No テレビ

NoゲームDay 
 

18日（金） 市教育課題研究発表 13:30 

16日（月） 敬老の日  19日（土） 東濃駅伝大会  

17日（火） 体育大会準備 MSJ挨拶運動 16:30 
20日（日） 

楽市楽座中学生ボランティア 

NoテレビNoゲームDay 
 

18日（水） 
体育大会【お弁当】 

雨天時9/19の日課 
16:15 

21日（月） 3年三者懇談③ MSJ挨拶運動 16:45 

19日（木） 体育大会予備日【お弁当】 16:30 22日（火） 即位礼正殿の儀  

20日（金） 生徒会委員会 16:30 23日（水） 3年三者懇談④ 1・2年実力テ

スト 
15:30 

23日（月） 秋分の日  

24日（火） 

冬服移行期間 後期生徒会選

挙公示 下校時刻変更 MSJ

挨拶運動 

17:00 

24日（木） 3年三者懇談⑤ 16:45 

25日（金） 
後期生徒会認証式 最終下校時

刻変更16:30 
16:30 

25日（水） 
後期生徒会役員学級代表選出 

いじめアンケート 
15:30 

26日（土） 藤前干潟秋のクリーン大作戦  

27日（日） 市民パドルテニス大会  

26日（木） 3年生実力テスト 15:30 28日（月） 生徒会委員会 MSJ挨拶運動 16:30 

27日（金） 命を守る訓練 17:00 29日（火）  16:30 

30日（月） 

後期生徒会選挙立候補受付開

始 生徒集会 第3期振り返り 

第 4 期の目標づくり MSJ 挨

拶運動 

17:00 

30日（水） 検尿 15:30 

31日（木）  16:30 

11/1（金） 
1年生ふるさと魅力体験事業

（和紙の里・航空宇宙博物館） 
16:30 

【11月の主な行事予定】 

・スポレクかさはら2019中学生ボランティア11/10（日）・人権集会11/13（水）・午前4時間授業11/14

（木）・後期中間テスト11/15（金）・資源回収11/17（日）・合唱発表会11/27（水） 

  



希望  

 生徒の活躍紹介   

今年も夏季休業中に、笠原中学校の生徒が中体連をはじめ、地域のボランティア、英語のスピーチコンテスト等、様々

な場面で活躍してくれました。 

☆中体連東濃大会 

◆団体の部 

○ 男子バドミントン部  優勝 【県大会出場】 

○ 女子バドミントン部 優勝 【県大会出場】 

○ 女子バレーボール 第3位 

◆個人の部 

○ 男子バドミントン  シングルス 優勝 清水玲央 【県大会出場】   

           ダブルス   第3位 浅野杜羽・水野恭介、東和希・奥村祐月 

○ 女子バドミントン  シングルス 第3位 加藤那奈 

           ダブルス  準優勝 横井藍衣・奥村ひまり 【県大会出場】 

○ 男子剣道 第3位 粟田育巳 【県大会出場】 

○ 女子剣道 第3位 加藤未来・長江星奈 【県大会出場】 

○ 女子卓球 優勝 小木曽彩加 【県大会第3位 東海大会出場】 

○ 陸上 女子1年800m 優勝 多治見一花 【県大会準優勝 東海大会出場】 

 

☆岐阜県吹奏楽コンクール 

○ 可茂・東濃地区大会 銅賞 

 

☆英語スピーチコンテスト 

○ 優良賞 別府愛梨 

○ 奨励賞 伊藤颯汰・谷口怜美・長谷川絋初【特別賞も受賞】 

  

☆多治見市連合生徒会 

○ 生徒会代表 大山紗弥・水野志保 

 

☆ボランティア活動 

○ 勾玉づくり（7/20.28） 熊谷真裕香・別府愛梨・中嶋連士 

○ ふれあい食堂（7/23・8/21） 谷口怜美・林莉里花・加納 陽・柴田桜次郎・

藤澤辰騎・各務将典・中嶋海翔・水野紗那・堀部航成 

○ 中高生レストラン（7.26） 安藤光希・大岩詩乃音・高山采千 

○ 小学生デイキャンプ（7/27・8/24） 堀部航成 

○ 多治見市社会福祉協議会夏のボランティア体験 大岩詩乃音・清田彩愛・山

田雪乃・伊里優花・小池杏奈・日置奈見・林田瑞季・高山采千 

○ 児童館ボランティア（7.31・8/1） 大岩詩乃音・大岩蒼乃香・高山采千 

○ かさはらいこまい祭（8/3） 堀部航成・大岩蒼乃香・高山采千・皆本怜奈・

谷口怜美・林莉里花・原田侑奈・宮本梨央・加藤康太・柴山恭輔・川村匠生 

 

☆「科学の甲子園ジュニア東濃地区大会」（8月21日） 

 成瀬結月・小松優太・加藤 竣・見鳥世典・十握浩成・中嶋海翔 

※写真は、生徒の活躍した姿の一部です。すべての活動の写真ではありません。ご了承ください。 
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