
♬ 希望が丘の 明け暮れに ♪       校長 加藤 智夫 

校門を入り、校舎を見上げると、いつもそこには『大校章』が生徒を温かく

出迎えてくれます。 

この大校章は、笠原中学校の校舎完成の４年後の昭和５５年、当時の保護

者の有志６人が無料奉仕で製作した焼き物の校章です。平和の象徴である

「ハト」、笠原を示す「 Ｋ 」、ペン先をデザインした「 中 」の字からできてお

り、制作期間約３ヶ月、約５０個の部品に分けて制作した後に、組立て、校舎壁

面に取り付けられました。 

この大校章には、 

・いつもこの校章を仰ぎ、笠中の伝統に誇りをもち 

・いつもこの校章の下で、心を一つにして団結し 

・いつもこの校章を前面にたてて前進する 

という願いが込められています。 

 当時の制作の記録が、校長室にあります。よかったら見に来てください。 

さて、『笠原の子は、笠原のみんなで育てる』そんな思いでこれまで育てていただ

いた笠原中学校は、令和８年４月には『義務教育学校』としての歩みを新たにスタート

します。笠原小学校と笠原中学校が共に生活する義務教育学校には、笠原の人々の

さらに強い願いが込められています。その準備は着々と進んでいます。 

令和５年…小学生の仮校舎が中学校の敷地内に建設されます。 

※ テニスコートがある場所にプレハブ校舎ができます。 

令和６年…小学生の子どもたちがプレハブ校舎で生活を始めます。 

※ 小学校校舎の取り壊しが始まり、その跡地に「義務教育学校」の校舎

が建設されます。 

令和７年…「義務教育学校」の校舎完成後、小学校、中学校共に引っ越しを開始します。 

令和８年…「義務教育学校」での小学校、中学校の共同生活が正式にスタートします。 

希望  

令和 4年 6月 30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          ～ 子ども達の体力危機 ～          多治見市社会福祉協議会 

 新型コロナウイルスも少しずつ落ち着き始め、児童館・児童センターでは、コロナ前の日々が戻ってきたように感じます。今は

梅雨の真っただ中。毎日がじめじめとしていますね。皆さんはこの梅雨の時期どのような過ごし方をしているのでしょうか？ 

先日 2 歳児のクラブでお母さんと一緒に運動遊びを行いました。お母さんに足を持ってもらい手の力だけで前に進む事(手

押し車)や、お母さんと向かい合って手をつなぎ、お母さんのひざに足をのせてくるんと回る（通称 お母さんの鉄棒）を行ったの

ですが、出来た子ども達はほとんどいませんでした。何年か前まではもっと出来ていたような気がしますが、手の力、足の力が

なくなってきている事が分かります。手をかざせば水が出る。自動ドア、あげくの果てに掃除はルンバ。確かに便利ではありま

すが・・・そしてコロナ禍での運動不足。今子ども達の体力低下問題が深刻になっています。多治見市社会福祉協議会が運営し

ている児童館・児童センターでは子ども達の体力向上に向けて、毎月跳ぶ、投げる、走る、握る等色々なメニューを考えた体力

チャレンジ番付けを行っています。この行事は人気の高い行事であり、各館で競い合い挑戦する子ども達は一生懸命です。上

位の子ども達は児童館だよりでお知らせし、次なる挑戦に臨んでいます。 

普段の生活の中でも意識しながら、親子で体力向上に心掛けてみてはいかがでしょうか。 

【校章の由来】 

生徒がデザインした校章を当時の美術の担当であった林雲鳳（笠原町

出身の日本画家）先生が手直しをされたもの。 

「いつやるの？今でしょ！」の林修先生のおじいさんにあたる方です。 
校章創設実行委員のみなさんと完成した大校章 
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 令和 4年度 7月・8月・9月の主な行事予定  

7月 9月＆10月前半 

1 日（金） 

1 年ふるさと学習  あいさつ

で絆の日  2 年生救命講習 

ICT 支援員 

15:30 

1 日（木）  16:10 

2 日（金） 司書 16:30 

3日（土）～

4 日（日） 

多治見市科学作品展（笠

原中央公民館） 

 

4 日（月） 
三者懇談① MSJ 挨拶運動 

全校集会 表彰式・結団式 
15:10 

 

4 日（日） NPO まいて第 2 回小中合同資源回収 

5 日（火） 三者懇談② 15:10 5 日（月） MSJ 挨拶運動 教科係会 16:10 

6 日（水） 三者懇談③ 15:10 6 日（火）  16:30 

7 日（木） 三者懇談④ SSW 司書 15:10 7 日（水）  16:30 

8 日（金） 
三者懇談⑤ PTA 本部役員

会 
15:10 

8 日（木）  16:30 

9 日（金） ICT 支援員 16:30 

9 日（土） 
中体連東濃地区大会  

11 日（日） 資源回収予備日  

10 日（日） 12 日（月） MSJ 挨拶運動 15:30 

11 日（月） 
三者懇談⑥ MSJ 挨拶運動 

大掃除週間 
15:10 

13 日（火） 体育大会準備 16:30 

14 日（水） 体育大会（給食あり） 司書 14:50 

12 日（火） 生徒会委員会 16:30 15 日（木） 体育大会予備日 16:30 

13 日（水）  16:30 16 日（金）  16:30 

14 日（木） 生徒接続テスト SSW 16:30 19 日（月） 敬老の日  

15 日（金） 
7 月の振り返り・夏休みの計

画 ICT 支援員 司書 
16:30 20 日（火） 

MSJ 挨拶運動 いじめアン

ケート 冬服移行開始 
16:30 

18 日（月） 海の日  21 日（水） 二者懇談①  16:30 

19 日（火） MSJ 挨拶運動 大掃除 16:30 22 日（木） 二者懇談② 16:30 

20 日（水） 
全校集会 SOS の出し方講

座 SC 
15:30 

23 日（金） 秋分の日  

26 日（月） 二者懇談③ 15:30 

7/21（木）～8/28（日） 

夏休み 
27 日（火） 

二者懇談④  生徒会委員

会（前期最終） 
16:30 

8月 28 日（水） 二者懇談⑤ 命を守る訓練 16:30 

2 日（火） わたしの主張岐阜県大会  29 日（木） 二者懇談⑥ 15:30 

4 日（木） リモート登校日  
30 日（金） 

多治見市教育課題研究会

（午前授業） 
13:25 

5 日（金） 連合生徒会交流会  

6 日（土） かさはらいこまい祭  
10/3（月） 

3 年生公立高等学校体験

入学 
15:30 

9 日（火）～16 日（火） 学校閉校日  

11 日（木） 山の日  
10/4（火） 

生活アンケート  後期生徒

会選挙 
16:30 

21 日（日） 笠原校区幼保小中愛校作業  

29 日（月） 全校集会 前期期末テスト① 14:05 10/5（水） 司書 16:30 

30 日（火） 前期期末テスト② 14:05 10/6（木） 生徒集会 15:30 

31 日（水）  16:30 10/7（金） 前期終業式 ICT 支援員 15:45 

中体連夏季大会・コンクール報告（6/30現在） 

バドミントン：団体優勝（男子・女子） シングルス優勝 （伊藤誇一）・準優勝 （中嶋健人・杉原望月） 

ダブルス4位 （水野慧人・佐分利地球 ・黒瀧日莉・水野優杏） 

テ  ニ  ス：団体男子3位  個人8位 （水野温 ・武内駿明） 

バレーボール：女子 予選惜敗 

軟式野球：東濃地区大会初戦惜敗 

バスケットボール：男女 予選惜敗 

剣 道 ：男子1回戦惜敗 

吹 奏 楽 ：可茂東濃地区大会出場７／２４ 

美 術 ・ P C ：コンクールに向けて活動 


