
希望  

     

               校長 加藤 智夫 

今年の夏休みは、コロナ第七波が拡大傾向にある中でどのように過ごすのか、ま

た、猛暑や熱中症への対策、そして、大雨や豪雨による浸水害への備えなど、自分

自身や自分の大切な人を守る行動のあり方が問われる夏休みとなりました。 
 
さて、夏休みに入る前、みなさんには、 「やりたいこと」や

「好きなこと」を見つけ、「自分を成長させてほしい」とお話

ししました。 

部活動の東濃・岐阜県大会、吹奏楽コンクール、地域で

のボランティア、連合生徒会交流会、英語スピーチコンテス

ト等々、数多くの場で『自分を成長させようとする』姿にたく

さん出会いました。 

 〇 練習の成果を発揮しようと、本番を待つ緊張した顔 

 〇 試合に、演奏に、発表に向かう真剣な顔 

 〇 終わった後の、やりきった安堵の顔 

 〇 満足した結果が得られた時のはじけるような笑顔、得られなかった時の悔しい顔・・・ 

どの顔も自分の持てる力を精一杯発揮して挑戦しようとする向上心に満ち、ふだんの学校生活とはまたひと

味違う眩しい姿でした。 

そして、その陰には、送迎、励まし、お弁当の準備等々、保護者の皆様の多大なご協力があったことと思いま

す。この場をお借りしてお礼申し上げます。 

今日からは、これまで静かだった校舎に生徒達の賑やかな声が響き渡ります。どうぞ、よろしくお願いします。 
 

【親育ちコーナー】   子どもの成長につながる保護者と園の関係    子ども支援課 

梅雨明け頃よりコロナ感染が急拡大し、新聞では毎日のように「過去最高の感染者数」との見出しが躍りました。保育園、幼

稚園でもウイズコロナの視点から、コロナ禍以前の生活を取り戻しつつあった時期だけに、とても残念に感じています。 

今後も引き続き、他者との接触を避けることが必要とされますが、それは「孤立」につながる危険を含んでいます。孤立は子

育てに対しての不安を増加させ、大きなストレスとなります。感染防止のため、園として家庭同士をつなぐことが難しい現在、

求められるのは、保護者の不安や悩みに気付くための積極的なかかわりです。常に利用者の声に耳を傾け、一人一人が抱え

ている悩みを理解しアプローチしていく、そういった毎日の働きかけが保護者の不安を和らげ、結果安心して子育てができ

る環境に繋がります。 

保護者の皆さまも子育てに関する疑問などありましたら、利用している施設にぜひご相談ください。現在の成長段階におい

てどのような働きかけが必要なのか、一緒に考えることで解決策を見出していきましょう。 

お知らせ 

1. 新型コロナウイルス感染症の状況により、行事等に中止や延期など変更となる可能性があります。 

2. 新型コロナウイルス感染症防止対策にご協力をお願いします。 

(ア) 3密を避けた生活を継続してください。お子さんにもご指導を続けてください。 

(イ) ウイルス対策は、手洗い・手指消毒が効果的です。今後も手洗い・手指消毒の励行をご指導ください。 

3. 熱中症対策にご協力をお願いします。 

(ア) 水分の補給のため水筒を持たせてください。 

(イ) 帽子・日傘の積極的な活用をご家庭でもご指導ください。 

4. 食事・睡眠・適度な運動・換気・手洗い・歯磨きといった基本的な生活習慣が、新型コロナウイルス感染症や熱中症か

ら身を守ります。普段から健康を心がけた生活習慣を身に付けるようご指導ください。 
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5. 体育大会の参観について以下のように取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いいたします。（新型コロナウイルス

感染症拡大防止の取組） 

(ア) 例年ご来校いただいている来賓の皆様への招待を自粛しています。 

(イ) 保護者の皆様への依頼事項 

① できるだけ人数を控え、大きな声での声援を自粛していただく。 

② グラウンドへの入場はご遠慮いただく。（校舎側コンクリート部分での参観） 

③ ご来校の際は、マスクを着用してください。また、3密を避けてご参観ください。 

(ウ) 9月14日（水）の体育大会の日及び9月15日（木）の体育大会予備日ともに、給食があります。 

9月・10月の予定 （今後の予定については変更になることがあります。） 

9月 10月 

日付 行事等 下校時刻 日付 行事等 下校時刻 

1 日（木） 生徒会委員会 分団会 16:30 
10/3（月） 

3 年生公立高等学校体験

入学 市議会議員視察 
15:30 

2 日（金） 司書 16:30 

3 日（土） 
多治見市科学作品展（笠原中央

公民館）4 日（日）まで 
 4 日（火） 

生活アンケート  後期生徒

会選挙 
16:30 

4 日（日） 
NPO まいて第 2 回小中合同資

源回収 

 5 日（水） 司書 16:30 

6 日（木） 生徒集会 15:30 

5 日（月） 
MSJ 挨拶運動 1 学年練習 教

科係会 
16:10 

7 日（金） 前期終業式 ICT 支援員 15:45 

10 日（月） スポーツの日  

6 日（火） 放課後全校練習・2 学年練習 16:30 11 日（火） 後期始業式 16:10 

7 日（水） 放課後全校練習・1.3 学年練習 16:30 12 日（水）  16:30 

8 日（木） 放課後全校練習・2 学年練習 16:30 
13 日（木） 

2 年生職場体験学習① 司

書 
16:30 

9 日（金） 
放課後全校練習・3 学年練習 

ICT 支援員 
16:30 

14 日（金） 
2 年生職場体験学習② 

PTA 本部役員会 
16:30 

11 日（日） 資源回収予備日  

12 日（月） MSJ 挨拶運動 全校練習 15:30 16 日（日） ノーテレビノーゲームデー  

13 日（火） 体育大会準備 全校練習 16:30 
17 日（月） 

MSJ 挨拶運動  冬服移行

完了 3 年三者懇談① 
15:30 

14 日（水） 体育大会（給食あり） 司書 14:50 

15 日（木） 体育大会予備日（給食あり） 16:30 18日（火） 3年三者懇談② 16：30 

16 日（金）  16:30 19日（水） 3年三者懇談③ 16:30 

19 日（月） 敬老の日  20日（木） 3年三者懇談④ 16:30 

20 日（火） 

MSJ 挨拶運動 いじめアンケー

ト 冬服移行期間開始 3 年実

力テスト 

16:30 21日（金） 

1.2年実力テスト 後期生徒会

役員認証式 司書 ICT支援

員 

16:30 

21 日（水） 二者懇談①  16:30 24日（月） MSJ挨拶運動 15:30 

22 日（木） 二者懇談② 司書 15:30 25日（火） 生徒会委員会 16:30 

23 日（金） 秋分の日  26日（水）  16:30 

26 日（月） 二者懇談③ 15:30 27日（木）  16:30 

27 日（火） 
二者懇談④ 生徒会委員会（前

期最終） 
16:30 

28日（金） 1年生笠原の森 16:30 

31日（月）  15:30 

28 日（水） 二者懇談⑤ 命を守る訓練 16:30 10 月 17 日（月）からの 3 年三者懇談の際は、懇談のな

い 3年生の下校時刻が 14:30 となります。また、三者懇

談の時刻は、14:45～16:45 を予定しております。（一人

当たり 15分程度で実施いたします。） 

なお、3 年生の三者懇談期間中、1・2 年生は通常通りの

日課となります。 

29 日（木） 二者懇談⑥ 15:30 

30 日（金） 
多治見市教育課題研究会（午前

授業 給食あり） 
13:25 

体育大会の放課後の練習が中止になった場合には、下校時刻

が 15:30に早まることがありますので、ご了承ください。 

新型コロナウイルス感染症等の影響により、今後の予定が変更になることがあります。ご了承ください。 


