
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」が解除されました。 

それに伴い、6月下旬から7月に再延期を決定しました修学旅行、漁村体験学習、ふるさと学

習を計画通り実行しようと思います。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

おかけしました。 

現在の予定は以下の通りです。 

○3年生修学旅行 

・期日：令和3年6月29日（火）～7月1日（木） 2泊3日 

・研修場所：山梨県（自然体験、富士急ハイランド体験、サファリパーク体験など） 

○2年生漁村体験学習 

・期日：令和3年７月2日（金）～7月３日（土） 1泊2日 

・研修場所：福井県（カヤック体験、釣り体験など） 

○1年生ふるさと学習 

・期日：令和3年７月2日（金） 

・研修場所：多治見市内（美術館、公園など） 

 また、6月26日(土)、27日(日)には多治見市中学校総合体育大会（中体連市内大会）の多くの種目が開

催されます。こちらも各種目協会の方、保護者、地域の方にご協力いただきながらの開催となります。今年

度は新型コロナウイルス感染予防のため、観戦人数の制限をしながらの開催となります。大会を観戦してい

ただくには、体温チェック表等の提出なども必要です。各顧問が配布した要項や学校のホームページに掲

載した「多治見市中学校総合体育大会実施上のCOVID－１９感染拡大予防ガイドライン」を見ていただい

て対応をお願いします。 

 

希望  

令和３年６月２４日（木）第４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 

【親育ちコーナー】  「子どもが決める・子どもと決める」ということから   教育相談室 

教育相談室が対応する電話相談や面談相談は、お子様の登校しぶりや、学業不振、友だち関係のこじれ等、

多岐に渡ります。ここ最近増えてきたことは「ネット機器の扱い方」です。ネット機器は、依存性が強かった

り、扱い方によっては加害者にもなったりする心配があります。 

保護者としては目を光らせているのですが、心配が尽きない…どうしたらよいか？という話を多く聞きま

す。そのような相談の中で、 

① 子どもと相談の上、約束事の決定権を子どもに与え、決めさせる。  

② 保護者は子どもが決めたことを守ったら認める。 

ことを提案したことがあります。例えば、夜の保管場所やメール等のやりとりの確認についての約束です。子

ども自身に主体をおきますが、子どもと一緒に管理をしていくということです。この２点を試してみた家庭か

ら、後日「子どもとの会話が増え、怒ることも減りました。」とお返しの電話をいただいたことがありました。

すぐに全てが解決するわけではありませんが、親子の良好な関係を築く一助にもなったようです。 

あれもこれも保護者がレールを敷くのではなく、少しずつ子どもを自立させていく手段の一つとして、まず

は、ネット機器の利用の仕方から試してみませんか？ 



 令和３年度 6&7 月・8&9 月の主な行事予定  

6&7 月 8&9 月 

6/25（金） 

ハイパーQU 検査  家庭生

活アンケート MSJ 挨拶運

動【挨拶で絆の日】 

17:00 

8/6（金） リモート登校日  

22 日（日） 笠原校区愛校作業  

27 日（金） 
MSJ 挨拶運動 全校集会 

前期期末テスト① 
14:05 

26 日（土） 中体連市大会 部ごと 

27 日（日） 中体連市大会  
30 日（月） 

MSJ 挨拶運動 前期期末

テスト② 
14:05 

28 日（月） 振替休業日  

29 日（火） 3 年修学旅行 15:30 31 日（火） 生徒会委員会 16:30 

30 日（水） 3 年修学旅行 SC 15:30 9/1（水） 家庭生活学習アンケート 16:30 

7/1（木） 3 年修学旅行 SSW 15:30 2 日（木） SSW 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（金）  16:30 

5 日（日） 小中合同資源回収  

3 日（土） 2 年漁村体験学習  6 日（月） MSJ 挨拶運動 15:30 

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） 

7 日（火） 体育大会練習 16:30 

8 日（水） 全校練習 16:30 

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） 

9 日（木） 体育大会練習 16:30 

10 日（金） 体育大会練習 16:30 

12 日（日） 小中合同資源回収予備日  

7 日（水） 
三者懇談（短縮日課） 夏休

みの計画 

15:10 

（16:15） 

13 日（月） MSJ 挨拶運動 全校練習 15:30 

14 日（火） 

全校練習  体育大会準備 

テント設営 後期生徒会選

挙公示 

16:30 
8 日（木） 

三者懇談（短縮日課） 分団

会 SSW 

15:10 

（16:15） 

9 日（金） 

三者懇談（短縮日課） いじ

めアンケート 司書 PTA本

部役員会 

15:10 

（16:15） 

15 日（水） 
笠原中学校体育

大会【弁当】 
14:30 

16 日（木） 
体育大会予備日【弁当】 

3 年 15:30 下校 
16:30 

10 日（土） 
中体連東濃地区大会 

土曜学習「科学に挑戦」 
 

17 日（金） 
部活動記録提出  選挙に

向けた心構え 
16:30 

11 日（日） 
中体連東濃地区大会 

小中合同資源回収 
 

19 日（日） ノーテレビノーゲームデー  

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） 

20 日（月） 敬老の日  

21 日（火） 
MSJ 挨拶運動 いじめア

ンケート 冬服移行期間開 
16:30 

13 日（火） 生徒会委員会 16:30 

14 日（水） 大掃除 SC 16:30 
22 日（水） 

3 年生実力テスト 後期生

徒会立候補受付 SC 
16:30 

15 日（木） 2 年救命講習 SSW 16:30 

16 日（金） 
振り返りの学活  2 年救命

講習 司書 
16:30 

23 日（木） 秋分の日  

24 日（金） 命を守る訓練 司書 16:30 

17 日（土） 中体連東濃地区大会  27 日（月） MSJ 挨拶運動 15:30 

18 日（日） 
中体連東濃地区大会 

小中合同資源回収予備日 
 

28 日（火） 生徒会委員会 16:30 

29 日（水） SC 16:30 

19 日（月） MSJ 挨拶運動 全校研究会 15:30 
30 日（木） 

2年職場体験学習 1年笠

原の森樹林整備 
16:30 

20 日（火） 全校集会 15:30 

 


