
 令和３年度スタート                                    

校長 中嶋 信啓 

 新入生56名を迎え、全校生徒１５７名で令和３年度のスター

トを切りました。 

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。在校生の皆さ

ん、進級おめでとうございます。また、保護者の皆様には、お子

様が新しい節目を無事迎え、元気に新年度を出発されたこと

を、心からお慶び申し上げます。 

  さて、昨日の始業式では、令和３年度のスタートとして、以

下のような話をしました。 

 

願いは大きく４つです。一つ目はより「はあとふる」な学校に

したい。生徒会のはあとふるアンケートの結果すべてが９０％

を超えたい。 

 二つ目は、iPad を活用して学びを深めたい。3月に配付された iPad を効果的に使って学習したり、生徒会活動や

係活動で使ったりして有効活用したい。 

 三つ目は、コロナに負けず、感謝の気持ちをもって学校行事を充実させたい。学校行事も中止にするのではなく、

「何ができるか」を考え、「できることに感謝」して充実させたい。 

 四つ目は、部活動を充実させたい。今年度より朝の活動をやめ、放課後にまとめて活動する時間を確保できるように

しました。限られた時間の中で精一杯取り組む部活動にしたい。 

 

全校一丸となって「はあとふる」な笠原中学校を目指します。地域の皆さん、保護者の皆さん、よろしくお願いします。 

また、この度の異動で本校の教職員の顔ぶれも、大きく入れ替わりました。 

 

◆◇◆◇◆お世話になりました～転出職員の紹介～◇◆◇◆◇ 

酒向 教子   教諭（多治見市立昭和小学校へ）    

村瀬 研介   教諭（可児郡伏見小学校へ） 

楠瀬 詩織   養護助教諭（退職）          

中谷 佳苗   臨時技師（瑞浪市立瑞浪中学校へ） 

西内 友佳子  ほほえみ相談員（退職）       

今井 康成   調理員（多治見市立笠原小学校へ） 

 

◆◇◆◇◆よろしくお願いします～転入職員の紹介～◇◆◇◆◇ 

小栗 美由紀  養護助教諭（多治見市立養正小学校より） 

熊﨑 真由   臨時技師（多治見市立小泉小学校より） 

曽我 幸子   ほほえみ相談員（新規採用）    

楓   憲人   調理員（多治見市立笠原小学校より） 

三戸 由美   スクールサポートスタッフ（新規採用） 

 今年度も、どうぞよろしくお願いいたします。 

希望  

令和 3年 4月 8日（木）第 1号 

多治見市立笠原中学校 学校だより 

多治見市笠原町 2455-12 ℡43-4165 



 4，5 月の主な行事予定  

4 月 5 月 

7 日（水） 
着任式・始業式・午後入学

式 第 1 期スタート 
11:45 

3 日（月） 憲法記念日  

4 日（火） みどりの日  

8 日（木） 2.3 年発育測定 SSW 16:30 5 日（水） こどもの日  

9 日（金） 
1 年発育測定 生徒会対面

式 司書 PTA 本部役員会 
16:30 6 日（木） 

全校集会 学年集会 第 2

期スタート SSW 
15:30 

12 日（月） 
朝 :校歌練習  時間割授業

開始 命を守る訓練 
15:30 

7 日（金） 司書 16:30 

10 日（月） 1.3 年血液検査 15:30 

13 日（火） 

生徒心得確認テスト 3 年

内 科 検 診  部 活 動 紹 介 

PTA 小中合同生活委員会 

16:30 

11 日（火） 生徒集会 16:30 

12 日（水） 2 年内科検診 16:30 

13 日（木） 
眼 科 検 診  生 徒 議 会 

SSW 部活動保護者会 
16:30 

14 日（水） 
生徒議会  全校教科係会 

SC 
16:30 

14 日（金） 
3 年高校説明会 PTA 本

部役員会 
16:30 

15 日（木） 生徒会委員会 16:30 

16 日（金） 
情報モラル講話 PTA 合同

委員会 
16:30 

16 日（日） NO テレビ NO ゲームデー  

17 日（月） 1 年心電図検査 15:30 

18 日（日） NO テレビ NO ゲームデー  
18 日（火） 

1 年内科検診  生徒会委

員会 
16:30 

19 日（月）  15:30 

20 日（火） 3 年修学旅行保護者説明会  16:30 19 日（水） 尿検査 16:30 

21 日（水）  16:30 20 日（木） SSW 16:30 

22 日（木） 実力テスト 分団会 16:00 21 日（金） 司書 16:30 

23 日（金） 
生活アンケート  多治見市

教研総会 司書 
14:10 

24 日（月） 教科係会 16:10 

25 日（火） 1 年耳鼻科検診 
16:30 

3 年 15:30 

24 日（土） 

45 分午前授業  授業動画

上映 PTA総会 PTA学年

懇談会 

12:40 
26 日（水） 

3年修学旅行 1年知能検

査 SC 
15:30 

26 日（月） 振替休業日  
26 日（水） 

3年修学旅行 1年知能検

査 SC 
15:30 

27 日（火）  15:30 

28 日（水）  16:30 

27 日（木） 

3年修学旅行 2年普通救

命講習  1 年プール掃除 

SSW 

15:30 29 日（木） 昭和の日  

30 日（金） 

夏服移行期間  生徒議会 

第 1 期振り返り・第 2 期目

標設定 

16:30 
28 日（金） 

3年修学旅行 2年普通救

命講習 1 年プール掃除 
15:30 

   31 日（月） 完全夏服登下校 15:30 

★4 月・5 月・6 月の予定につきましては、今後変更になることがあります。ご了承ください。 

【6 月の主な予定】 

3 日（木）歯科検診（全学年） 

4 日（金）3 年学力学習状況調査・1 年ふるさと学

習・PTA 高校見学会 

10 日（木）～11 日（金）2 年宿泊研修 

10 日（木）3 年薬物乱用防止教室 

14 日（月）市教研（午前授業） 

16 日（水）3 年高校説明会 

18 日（金）前期中間テスト 

21 日（月）～25 日（金）部活動強化

週間 

26 日（土）～27 日（日）中体連多治

見市大会 

28 日（月）振替休業日 

29 日（火）第 3 期スタート・結団式 

 


