
体験学習の実現を      校長 中嶋 信啓 

 

 岐阜県に出されていた「まん延防止等重点措置」が延期をされました。 

それに伴い、6月に延期をしていた修学旅行、漁村体験、ふるさと学習も 6月下旬から 7

月に再延期を決定しました。保護者の皆さんには、弁当の準備などたくさんのご迷惑をおかけすることとなりました。し

かし、中学校生活の大切な思い出、そして学校でしか経験できない学びを保証するための決断であることをご理解く

ださい。 

なお、本校では以下のような感染予防を実施し、「学びの保証」に取り組んでいます。 

・手洗いや咳エチケット，換気といった基本的な感染症対策に加え，感染拡大リスクが高い「３つの密（密閉・密集・

密接）」を避ける、身体的距離を確保している。このことを教師からの指導だけでなく、生徒会を中心に生徒同士

の呼びかけや取組で実施している。 

・岐阜県や多治見市の感染状況に合わせた学習活動等の注意事項を全校職員で共通理解して、感染リスクの高い

活動を制限している。 

・生徒の発熱等の風邪の症状が見られるときには出席停止としている。同様に同居の家族に発熱等の風邪の症状

が見られるときも自宅待機をお願いし、出席停止の措置を取っている。 

・万が一、学校の臨時休業や学年・学級閉鎖を実施しなければならない状況が起きたときにも「オンライン学習」が

進められるよう、タブレットを使った通信の準備を行っている。 

・学校で実施される会議を中止・延期したり、集まる人数を減らしたり、会議時間を短くしたりしている。 

 多治見市においても新型コロナワクチンの予約が始まっていますが、生徒たちがワクチンを受けられるかははっきり

していません。学校においては感染予防対策を取りながらの活動が数年続けられる可能性があります。保護者・地域

の方にご協力いただきながら、感染予防と学びの保証を両立していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

希望  

【親育ちコーナー】   コロナ禍だからこそ･･･    教育推進課 

 多治見市教育委員会では、今年度も「親が育ち、親子の良好な関係を築くこと」を目的とした“親育ち

4･3･6･3たじみプラン”の取組を行っています。 

 4月には、教育委員会、保健センター、子ども支援課が共催して、第1回子育て応援セミナー「パパ

とママの初めての子育て講座」を行いました。コロナ禍で、外出規制やイベント等が中止となる中、同月

齢の子をもつ親同士が話す機会は、なかなかもてないのではないかと思います。そのことにより、わが子

の成長が遅れているのではないかと不安になってしまいがちです。 

 しかし、今回参加したパパ、ママ同士で、「不安に思っていたことが周りの子も同じで安心した。」「ア

ドバイスをもらえてよかった。」「子どもにどのように接したらよいかが分かった。」など、参加する前

に比べて抱えていた不安が少し減ったという会話をしながら笑顔で帰られる方が多くいました。 

 子どもの成長段階ごとに悩みや不安も変化していくことと思います。一人で抱え込まず、多治見市が開

催する親育ちの事業にぜひ参加してください。お待ちしています。 
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 令和３年度 6 月・7 月の主な行事予定  

6 月 7 月 

1 日（火） 尿検査 部活動会議 16:30 1 日（木） 3 年修学旅行 SSW 15:30 

2 日（水） 月曜日課 SC 16:30 
2 日（金） 

2年漁村体験学習 1年ふ

るさと学習 司書 
15:30 

3 日（木） 
歯科検診  市いじめアンケ

ート 生徒会委員会 SSW 
16:30 

3 日（土） 2 年漁村体験学習  

4 日（金） 
1 年生弁当持参  3 年薬物

乱用防止教室 司書 
16:30 

5 日（月） 

2 年生休業日 MSJ 挨拶

運動  三者懇談（短縮日

課） 

15:10 

（16:15） 
5 日（土） 笠原小学校運動会  

7 日（月） 
3 年生弁当持参  1 年知能

検査 
15:30 

6 日（火） 

三者懇談（短縮日課） 全

校集会（2 期終了・3 期開

始） 中体連表彰 結団式 

15:10 

（16:15） 
8 日（火） 3 年生弁当持参  16:30 

9 日（水） 3 年生弁当持参  分団会 16:30 
7 日（水） 

三者懇談（短縮日課） 夏

休みの計画 

15:10 

（16:15） 10 日（木） 2 年生弁当持参  16:30 

11 日（金） 

2 年生弁当持参  普通救命

講習（2A） 部活動停止・職

員室入室禁止  家庭学習

充実機関 

16:30 

8 日（木） 
三者懇談（短縮日課） 生

活アンケート SSW 

15:10 

（16:15） 

9 日（金） 
三者懇談（短縮日課） 司

書 PTA 本部役員会 

15:10 

（16:15） 

12 日（土） 中体連東濃陸上  10 日（土） 中体連東濃地区大会  

13 日（日） 小中合同資源回収  11 日（日） 中体連東濃地区大会  

14 日（月） MSJ 挨拶運動 15:30 

12 日（月） 

三者懇談（短縮日課）  3

年生租税教室 MSJ 挨拶

運動 

15:10 

（16:15） 
15 日（火） 尿検査 16:30 

16 日（水） SC 16:30 

17 日（木） 普通救命講習（2B） 16:30 13 日（火） 生徒会委員会 16:30 

18 日（金） 前期中間テスト 司書 16:30 14 日（水） SC 16:30 

19 日（土） 
中体連東濃水泳 

中体連陸上市大会 
 

15 日（木） 大掃除 SSW 16:30 

16 日（金） 振り返りの学活 司書 16:30 

20 日（日） 
小中資源回収予備日 

NO テレビ NO ゲームデー 
 

17 日（土） 中体連東濃地区大会  

18 日（日） 中体連東濃地区大会  

21 日（月） 
MSJ 挨拶運動  部活動強

化週間 下校時刻変更 
17:00 19 日（月） 

MSJ 挨拶運動 全校研究

会 
15:30 

22 日（火） 学校評議員会 17:00 20 日（火） 全校集会 15:30 

23 日（水）  17:00 21 日（水） 夏季休業日～8/26  

24 日（木） SSW 17:00 22 日（木） 海の日  

25 日（金） 
ハイパーQU 検査 家庭生

活アンケート 
17:00 

23 日（金） スポーツの日  

31 日（土） かさはらいこまい祭り  

26 日（土） 中体連市大会 部ごと 7 月～8 月にかけて、種目ごとに、中体連の東濃

地区大会・岐阜県大会・東海大会・全国大会が

行われます。 

8 月 27 日（金）から授業が始まります。 

8/27（金）・30（月）前期期末テスト 

27 日（日） 中体連市大会  

28 日（月） 振替休業日  

29 日（火） 3 年修学旅行 15:30 

30 日（水） 3 年修学旅行 SC 16:30 

★6月・7 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。 

 


