令和３年６月１０日（木）

杉並区立天沼中学校

メモリアルガーデン
70 周年記念植樹のオリーブ

６月はじっくりと・・・
自主・自律・共生

校 長

松 尾

了

５月 29 日（土）
、さわやかな天候に恵まれ、無事

しかし、家庭学習の時間とは言っても、昭和時代

に運動会を行うことができました。コロナ禍という

から平成時代にかけての中学生活とは異なり、今の

こともあり、来賓の方々のご招待を控えさせていた

中学生は放課後も忙しい毎日を過ごしているとは

だいたり、保護者の方の来場制限をさせていただい

思います。学習塾に行って学習しているから家庭学

たりと心苦しくはありましたが、ご提出いただきま

習はなくてもよいのでは？とお考えの方もいらっ

した保護者アンケート約 100 枚のうち、ほとんど

しゃるかとは存じますが、生徒には、学校や塾など

の方から、運動会開催についてのご理解や、生徒や

「大人や他の人から学んだこと」を自分自身の力で

本校への励ましのお言葉をいただきました。温かい

「反芻して練習する」時間が必要です。スポーツ選

ご理解とご協力をいただき、ありがとうございまし

手に例えると、学校などでの学びは「コーチからの

た。

指導」となります。コーチからの指導を選手自身が

生徒たちは、スローガン通り、まさに勇猛果敢な

自分の身に定着させるためには、「自分自身の練習

活躍をしてくれました。運動会実行委員を中心とし

時間（素振りや基礎トレーニング）」が必要となり

た運営、３年生の迫力とリーダーシップ、２年生の

ます。つまり、学校や塾は「コーチ」
、家庭学習（自

大きな成長、１年生のあふれる元気…とてもすばら

学自習の時間）は「自分自身の練習時間」と言えま

しいものでした。競技中では、お互いの健闘をたた

す。この「自分自身の練習時間」をどれくらい確保

え合いゴール後に声を掛け合う生徒、転んでしまっ

すれば良いのかは個々に異なるとは思いますが、多

た選手を気遣い励ます生徒、熱く力強くも節度ある

かれ少なかれ必要な時間です。

応援をする生徒…天中生徒の資質の高さ、そして思

本校には学校支援本部の皆

いやりの深さを感じました。生徒の皆さんの清々し

様 にご協力 いただい てい る

いスポーツマンシップに感動しました。

「天沼倶楽部」という放課後

さて、６月は全校一斉に取り組む

等の学習支援教室があります。

学校行事が少ない１ヶ月です。４月

コロナ禍のため現在は開催を控えておりますが、今

は学級や学年での仲間づくり、５月

月は定期考査があるので、希望する生徒に自学自習

は運動会と、学習への取り組みのペ

用の教材の配布を行っています。この教材などを活

ースがなかなか掴みにくかったかと思いますが、６

用しながら「自分自身の練習時間」となる、家庭学

月は落ち着いて日々の学校生活を送ることができ

習の取り組みのきっかけとしていただくこともで

る１か月と言えます。また、今年度初めての定期考

きるかと思いますので、適宜活用していただけます

査があります。１年生にとっては初めての定期考査

と幸いです。（なお、配布された教材のすべてをや

となります。そこで今月の定期考査を、お子さんが

らねばならいということではありません。スポーツ

毎日の家庭学習の取り組みを始めたり、見直したり

選手で例えますと「オーバーワークで体を痛めない

するきっかけにしていただければと思います。

程度」に、お子さんのペースに合わせて、必要なと
ころだけ活用していただければと思います。
）

昨年度の６月、休校明けの体力低下を心配しつつ、生徒が思い切り体を動かし、心を開放で
きる場をと考えて学年別スポーツ大会を実施しました。生徒の皆さんが感染予防について学び
ながら、工夫して種目を考えました。それを生かし、１０月に全学年が昨年度初めての全校行
事である運動会に取り組みました。制限のある中でしたが、振り返れば校外行事も宿泊行事も
他の全校行事もほぼ中止になってしまった１年間で、もっとも大きな貴重な行事となりました。
今年度もまだ緊急事態宣言下の運動会ですが、昨年度の３年生が中心になって苦労しながら
作ってくれた新しい形の運動会を土台に、今年度の３年生を中心とした実行委員会や係生徒が、
さらにスムーズに企画運営してくれました。マイナス要因があっても、
「みんなで乗り越える」
ことがあたりまえになってきたことを感じた１日でした。
保護者の皆様にも、生徒一人
（人）
１年
２年
３年
計
につき１名までという制限をご理解いただき、２３８家庭、
計３３３名の皆様に、大きなトラブルもなくご参観いただけ
入場数
９２
６４
８２
２３８
ました。後日お出しいただいた方も含め、１００人以上の方
再入場数 （３９） （２２） （３４） （９５）
にアンケートにお答えいただき、
「制限の多い中、開催してく
合計
１３１
８６
１１６
３３３
ださりありがとうございました。
」というようなおほめと感謝
の言葉をたくさんいただきました。右ページに、保護者の方からのアンケートの一部を「次年度へのご意見」を中心に掲載し
ました。今後の参考にさせていただきます。
また、皆様のご協力により、受付や保護者エリアも混乱なくご参観いただけました。昨年度から感染予防のため、学校支援
本部の方々に交代なしで受付業務をお願いしました。心から感謝申し上げます。

令和３年度運動会を終えて
保健体育科 主任教諭 関戸良則
昨年度に引き続き、コロナ対策を考え、規模を縮小しての実施となりました。今
年度は学年によりクラス数が違うので、縦割りの団対抗ができず、学年のクラス対
抗となりました。やはり３年生の最後の運動会にかける思いは強く、どの種目も大
接戦を繰り広げました。中学校での運動会が初めての１年生、昨年度の経験を生か
して臨む２年生、そして中学校最後の運動会に臨む３年生、それぞれが全力を尽く
し、素晴らしい運動会を作り上げてくれました。
天気予報では気温 30℃予想だったので熱中症が心配されましたが、当日は思っ
たほどではなく、曇り空の天候に恵まれました。まさに『運動会日和』でした。予
行練習の日がとても暑かったので、楽に感じたほどでした。
今年度は天沼小と同一日開催になったので、プログラムに競技開始・終了の予定
時間を載せたのですが、競技に臨んだ生徒はもちろん、係生徒や教職員のスムーズ
な連携のおかげでほぼ予定どおりの進行となり、正直ホッとしました。（小心者な
ので、時間がずれたどうしようと内心ドキドキしていました。(笑)）
保護者の皆様、各ご家庭１名様のみの参観とさせていただきましたが、変わらず
温かく見守っていただきまして、本当にありがとうございました。生徒にとって大
きな力となりました。感謝申し上げます。
長縄とびの記録
全校１ 位 ３ A ５ ３ ４ 回
２ 位 ３ C ５ １ ８回
３ 位 ３ B ４ ８７ 回
４位 ２B ４５３回
その他のクラスも僅差で続き
ました。大接戦でした。

もう天中名物になった？ キン
ボール。「オムニキン 赤！ 」
と呼ばわってサーブすると、赤
チームがレシーブ。落としたら
他のチームが加点されます。
誰
でも楽しめるスポーツです。

借り物競走・・・実は「借り人競走」
。
「ラケットを使う部活の人！ 」と言
われると、クラス学年関わらず、自
ら走り出してくれるところが天中ら
しさです。

↑

実行委員をはじめと

した各係の活躍する姿。
さすが中学生ですね。

＜
●学校から＞
事前にプログラムにて各競技の開始予定をお知らせいただけたので、学
校へ向かう時間の調整ができ、ありがたかったです。／進行がきっちり時
間どおりで観やすかったです。／近くの学校と行事や保護者会などかぶ
らないように連携をとっていただきたかったです。
○ 学校行事一つ一つが当たり前に開催されるわけではなく、その実行まで
に様々な人の関わりと準備があるのだということを今だからこそとても
強く感じられたのではないかと思います。
● 選抜リレーは見応えがあった。／６走まであったほうがよいのでは？／
男女別のほうが盛り上がるのでは？／1 年～３年全員で行ったら？
○ 先生方の動きがすばらしく、驚きました。生徒たちの担当もスムーズに協
力的な様子が感じられました。借り物競走は特に協力的積極的かつチー
ムを超えていてすばらしかったです。／縦横の交流があり、とても良いと
感心しました。
● 運動会だけは不織布ではなく通気性のよいマスクも可などきちんとルー
ルを作ったほうが安全なのではと思いました。
（他同様意見２通）
○ とても晴れやかな表情で返ってきました。行事がどれだけ子供たちにと
って心と体の成長に大切かを感じ、嬉しくなりました。
● 体育館側に行きたかった。
○ 良かった点。徹底した受付チェック、スムーズな進行、生徒のテキパキし
た行動。
○ 再入場の案内等スムーズで良かった。／入場カードでスムーズに入場で
きた。／受付の方も暑い中ありがとうございました。ラベンダーの香り袋
もかわいく、早速使わせていただいています。
○ アナウンスが上手で聞き取りやすかった。
● マイクがよく聞き取れないときがあった。／音楽の音が大きくて聞き取
りにくい時があったのでは？（他同様意見２通）
○ 保護者の混雑がなくてよかった。
● スマホの撮影ができるようになるとありがたい。
（他同様意見２通）／プ
ライバシー保護の観点から iPhone 等での撮影ができないことは十分に理
解できます。何よりも優先される事項だと思います。今回のように一人し
か参加できない時に、家族にリアルな映像を見せてあげたいなとも思い
ました。プライバシーの保護ができるなら、リモートで観ることができれ
ばよいのかなと思いました。
○ 全員リレーで⑩⑳のビブスを着けていて走順が分かりやすかった。
● せめて家族２名がよかったなと、
、、
。／やはり家族から一人、は残念な感
じはありましたが、スペースに余裕を持って観ることができました。
○ リレーの後バトンを持った子に消毒していてきちんと感染対策されてい
るなと感心しました。／その都度の消毒や先生方への水分補給などのサ
ポートが徹底されていてすばらしいと感じました。
○ ３年生のリレーの順位ジャッジはフェアで良かった。
○ 動画をとる際に（保護者席で）譲り合えていた。
● 借り物競走で走る先生が少なかったので、ぜひさわやかに走る姿を見た
いです。／借り物競走のアナウンスがあって去年より分かりやすかった。
○ 競技していない人とも一体感があってよかった。
● リレーなどで大きい声で応援していた大人がいたのが気になりました。
／先生が大きな声を出していた。
● 保護者エリアでしゃべる人は良くしゃべる。感染面から、黙っててほしか
った。
（他同様意見３通）
● イスがないのを知らなかったのでずっと立っていて疲れました。保護者
も密になってしまうのでは？
○ このご時世、中止するのはある意味簡単だと思いますが、そうではなく、
「できる限りのことを子どもたちのためにやらせてくれる」というスタ
ンスは、子どもの意識のためにもありがたい選択だと思いました。準備等
とても大変だと思いますが思い出にもなったと思います。
○ 生徒が協力して作る運動会となっていて、先生方のサポートも素晴らし
かったです。
○ 午前中で競技が終わるのも助かりました。／集中できて良かったです。
● コロナが丸くなってもっと複雑な借り物競走ができるといいですね！キ
ンボールを初めて知り、今日は勉強になりました。これからも新たな気付
き、発見をください！
○ いつも和やかな雰囲気で１年に１度とても楽しく過ごさせていただいて
います。子どもの成長に驚き嬉しく思います。来年もお願いします。
○ まず、運動会を開催したことをおおいに評価したい。今後もコロナその他
への過剰な反応をせず、スポーツその他のイベントは可能な限り開催し、
部活動もやらせてほしい。

◆今回は前年度に基づいた実施でしたの
で、前に比べて時程が想定しやすく、ほぼ予
定どおりに進行できました。天小の運動会
とかけもちでいらっしゃる方もあるようで
したので、ここは時間どおり進められるよ
う、配慮しました。近隣小学校とは毎年１２
月ごろ次年度の行事のすり合わせを行って
いますが、今年度、やむを得ない事情があ
り、重なってしまいました。ご迷惑をおかけ
しました。
◆リレーに関するいろいろなご意見、参考
にします。ありがとうございます。
◆前日指導の中で全校生徒には「不織布で
はない、通気性の良いマスクを推奨」する旨
は伝えました。当日も、競技によっては外す
ことも可としていましたが、保護者の方に
ももっと早くお知らせすべきでした。申し
訳ありません。
◆保護者エリアは生徒の動線や警備上、動
かせませんでした。
◆今年はアナウンスを工夫し、観ている方
が楽しめるよう係の生徒もがんばりまし
た。音楽のボリュームが大きすぎて声が聞
きとりづらかった点、今後改善したいと思
います。
◆スマホなどの通信端末での撮影をお断り
していることで、残念な思いをされている
方が多いのは承知しています。が、左記のよ
うに皆さんご理解いただいて、ご協力いた
だけていることに感謝いたします。ほぼだ
れしもが身に付けるようになった通信端末
は、便利であるだけに、気軽に撮影し、気軽
に送信してしまいがちです。「送信はしな
い」というルールを、コロナ後に地域の方や
卒業生が来校されたときに徹底するのは不
可能かと思います。リモートの可能性も含
め、今後このことについては皆様とご相談
してまいります。
◆ご家族から２名で競技ごとに学年の入替
え、とも考えました。が、中学校は他学年の
競技を他学年が係として支えたり、応援し
たりする良さがあります。全学年の一体感
を見ていただきたく、人数制限をさせてい
ただいた次第です。
◆教員は生徒のサポート、目立たないのが
信条。というよりさわやかに走れる教員が
減ってきたのかもしれませんが、
、、
。
◆すみません、生徒もつい大声で応援して
しまう、それを注意するのも気が引ける、保
護者の方もつい、ということはあったと思
います。コロナ禍の中、課題です。担任がつ
い大声で……これは大反省いたします。
◆保護者の方もあまり対面でお話のできな
い昨今、ついおしゃべりしたくなったのだ
と思いますが、今後少しずつ学校公開も進
めていくうえでは注意させていただくこと
もあると思います。よろしくお願いします。
◆保護者イスを置かないことは、事前にお
知らせしておりましたが、立っているのは
お疲れだったと思います。簡易イスをご持
参いただくことは可としていましたので、
ご準備いただけたらと思います。
◆コロナ禍が生み出した、生徒と教員で工
夫した競技、これからも残るのでは？と思
っています。

保護者の皆様へ

今後の予定についてのお願い
コロナ禍の中、皆様のさまざまなお考えやご心配はあるかとは存じますが、４月保護会でもお願いさせ
ていただきました、子どもたちの体験的な学びを可能な限り進めさせていただければと存じます。新型コ
ロナウイルス感染症拡大予防対策を行いつつ、３年生修学旅行、２年生職場体験に向けた取り組みにつき
まして、６月 10 日時点では、次のように予定しております。今後もご理解とご協力をよろしくお願いい
たします。
◎３年生修学旅行（６月 30 日から７月２日）は、実施予定です。
・緊急事態宣言が再々延長となった場合の実施可否判断について
⇒積立てをした予算内で変更可能な場合は、日程を変更して実施（８月下旬～９月中旬）
⇒積立てをした予算内で変更ができない場合は中止
◎２年生職場体験（９月７日から９月９日）は、実施方法を変更して行います。
・概要のみ、お伝えさせていただきます。
（詳細は後日、別途お知らせいたします。）
⇒午前中のみで、状況に応じて１～３日間の「体験もしくは見学やインタビュー」といたします。
⇒昼食は訪問場所ではとらずに、帰宅してご家庭でお願いします。
⇒午後は学校に登校となります。
⇒お子さんの興味やキャリア教育等の観点から、訪問場所は、お子さんと相談していただきながら、ご家
庭での準備をお願い申し上げます。
⇒ご家庭での訪問場所の準備が困難な場合には、学校で斡旋いたします。なお、学校で探した訪問場所の
場合は、学校指定場所での体験又は見学となりますことをご了承ください。
学校公開・保護者会について
・先日お知らせしましたとおり、６月１２日の土

新設

曜授業は人数と時間の制限は設けますが、授業

コーナー

を公開いたします。生徒１名につきお一人、１
時間め３年生の保護者、２時間め２年生の、３
時間め１年生、廊下からのご参観をお願いいた
します。受付は学校支援本部の方々に依頼いた
しました。ご協力お願いします。
・７月１３日（火）の保護者会は１４：３０から
を予定しております。先日お知らせしましたよ
うに、年間行事予定とは違う日程となりました。
ご注意ください。
オリンピック観戦について
・昨年１２月の時点の決定以降、変更の通知はあり
ませんので、現時点の本校のオリンピック観戦
（学校連携事業）は、７月２６日（月）、３０日
（金）、３１日（土）の学年ごとの観戦予定は変
更しておりません。今後、中止か、無観客か、
実施か、決まり次第、早急にお伝えします。
※それぞれ１６：３０から東京スタジアム（飛
田給）でのラグビー観戦となっています。

杉並の学校運営協議会（コミュニティスク
ール＝CS）制は、
「教育委員会、校長と責任を
分かち合いながら学校運営に携わ」り、地域と
共にある学校づくりを推進する公的制度で
す。天沼中学校の CS は、今年秋に 10 年目を
迎えます。会議は、現在も学校で月に 1 回ペ
ースで開催し、基本的に公開制ですのでどな
たでも傍聴いただけます。委員は松尾了校長
の他に、生重幸恵、大橋ゆかり、齊郷敦子、鹿
野修二、柴田洋平、清水智津子、田中富子、根
岸留里、福井晶子、三石初雄(会長)です。次回
会議は、６月２８日（月）９時から、7 月 16
日(金)１４時からの予定です。傍聴予定の方
は、変更時のご連絡のために事前に副校長に
ご連絡ください。

