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充 実 し た 夏 を
自主・自律・共生
１学期が本日で終了となります。コロナ禍の中で

校 長

松 尾

了

るかと思います。中学生という時期の子どもたちは、

も、可能な限り計画通りに教育活動を行うことがで

子どもと大人の間を揺れ動きながら、大人への依存

きました。皆様におかれましては、ご心配やご不安

と、自らの自立の間で葛藤しているお子さんが多い

のあった方もいらっしゃったかとは存じますが、温

と思います。
「大人に相談したい。話したい。でも自

かいご理解ご協力をいただき、教育活動を実施させ

分で解決したい。」その葛藤で生まれるイライラ感

ていただけましたこと、感謝申し上げます。中学生

に、大人、そして子ども自身も戸惑うことが多くあ

という、多くの学びが得られるこの時期にこそ、人

ると思います。そんな時には声だけはかけて、「い

と人との直接的なコミュニケーション、そして体験

つでも聞けるよ」というサインをお子さんに出し続

を伴った知の獲得と思考力の醸成が必要であると

けるとともに、ご心配なことがあれば、担任や学年

考えております。行事や日々の活動を通じ、人との

の教員から、学校以外のことは、親しい友達の親御

関わりや集団と自分の関わりを体験的に学ぶ機会

さんなどからお子さんの話を聞くなどしていただ

を得られたことは、お子さんの成長に大切なもので

ければと思います。現在行っております、三者面談

あったと認識しています。ありがとうございました。

等もぜひ役立てていただければ幸いです。
お子さんにとっては少しリラックスした時間を

明日から、いよいよ夏休みがはじまります。お子

過ごせる夏休み。気持ちはゆったりとした時間を過

さんが家庭で過ごす時間が増え、家庭でコミュニケ

ごしつつも、規則正しい生活を心がけて、天中の全

ーションをとりやすい時期となります。しかし、思

生徒が２学期始業式を元気に迎えられるように願

春期を迎える中学生。話したがらないお子さんがい

っています。

With コロナ生活も長くなり

オリンピック観戦グッズを配布しました

ましたが、１学期間、生徒の

「オリンピック・パラリンピック学校連携観戦」のた

皆さんは、感染拡大防止のた

めに用意されたグッズを配布しました。テレビ観戦等さ

め、日常生活でも行事に対し

れるご家庭も多いかと思いますが、グッズを準備してく

ても、さまざまに工夫し、気

れた方々の思いも感じながら、

遣い合って生活してくれまし

手に取っていただければと思

た。報道委員は、給食中、気

います。

持ちを明るくするような校内

○参加者用ストラップと名札

放送を工夫してくれました。

○遮光ボード（日よけ、送風、

保健委員は「黙食」のポスタ

応援用として作られた物）

ーを作成してくれました。
癒されます・・・。

※前回お知らせした本校卒業生の籾木結花選手（なでしこジ
ャパン）の背番号は１５番でした。謹んで訂正いたします。

「自分はどう考えどう行動するのか」
・・・考える道徳 議論する道徳
道徳授業地区公開講座 ７月１０日（土）
特別の教科道徳の授業においては、ものごとは黒か白ではなく、限りなくさ
まざまな色合いをもっていると気付くことが重要な学びになります。週に１時
間のこの時間、考え（思考し）、発信し、議論し、他の意見に耳を傾け、さらに
深くものごとを考えて自らを成長させていく貴重な時間です。今年度始まった
新学習指導要領による各教科の第２観点である「思考力・判断力・表現力」を鍛
えることにも通じます。
道徳で育つ力は、学校の１時間だけで培われるものではありません。ご家庭で、地域で、それぞれの体験の中
で育まれるものであることを共有するため、道徳授業地区公開
講座は毎年実施されています。
コロナ禍の中ですので、広く地域の方にご来校いただくこと
はできませんでしたが、CS の方々、PTA の実行委員会の方々に、
地域交流会と銘打った協議会にご参加いただき、地域の、天中
の子どもたちの様子や子育てについて、話し合うことができま
した。
＜道徳授業公開講座 教材内容の紹介＞

1 年生

・題材名
・指導内容

「『どうせ無理』という言葉に負けない」
真理の追求

ロケット開発に取り組む「下町ロケット」のモデルにもなった植松努氏のエッセイ。
「どうせ無理」
という言葉に負けず、「だったらこうしてみたら」と考え、自分の可能性や真理を探究し続ける姿勢
やそれを支えるものについて考える。

2 年生

・題材名
「自分を信じて生きるとは・・・・・・」
・指導内容 自主・自律・自由と責任
人間の心の中には、弱さ・醜さも
あるが、それを乗り越えようとする
強さ・気高さもあることを理解する。
自分のありのままの姿を見つめられ
る心をもち、自分を信じて生きるこ
とを学ぶ。また、弱い心を克服しよ
うとする力はどこから湧いてくるのか、考えを深める。

3 年生

・題材名「伝統を創るもの」
・指導内容 自主・自律・自由と責任
悩んだり、諦めかけたりしながらも、最後までサッカー部
の活動を続けた主人公たちの姿をとおして、互いに協力し合
い励まし合ってよりよい校風づくりに務めようとする姿につ
いて、３年生として自らに照らして考える。

参観された保護者の方のアンケートより（一部）
・・・ご協力ありがとうございます
＊たくさんの意見が出て授業が進むのも早く感じました。雰囲気もとてもよいと思いました。
＊考える力を養ったり、他の人の意見を聞く良い機会になる授業だと思いました。＊自分の立
場に置き換えて考えさせる工夫がされていた。＊今どきの例を出していて考えやすかったよ
うに思う。＊家族で話す題材をいただけました。ありがとうございました。＊現実に起こりう
る内容で今の年代に適した道徳授業で良かったと思います。＊マンガ「宇宙兄弟」が好きなの
でとても興味深いです。＊これも道徳トピックなのか！と新鮮でした。キャリア教育の側面も
あると思いました。＊音楽を流したりして楽しく学ぶようにしていると思いました。＊今回の
テーマがまさに中１、コロナ禍で学んでほしいと思いました。あきらめざるを得ない事が多い
世の中ですが、くさらず進んでほしいです。

薬物乱用防止教室（セーフティ教室）
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不審者侵入対応訓練
まるで誰もいないかのような教室。
実は 35 人ひそんでいます。中学校に不
審者が！という状況が起こる確率は低
いとはいえ、日常生活の中で突然「危険」
なことに遭遇する可能性は誰にもあり
ます。落ち着いて身をひそめるなど、相
手をあおらないで危険を回避する方法
を身に付けるため、毎年不審者侵入対応
訓練を行っています。
（７月６日実施）

３年生は、
「杉並の子
どもを薬物から守る
会」と「東京ダルク」の
皆さまによる薬物乱用
防止講演会がありまし
た。身近にある薬物の
危険さを実感しまし
た。
（７月 12 日実施）

犯罪
災害

３年生が修学旅行から無事に帰京した直後、熱海における土石流
被害のニュースが流れました。その後の九州や山陰地方の水害のニュ
ースを見て、災害は他人事ではないと、今では誰でも実感していると
思います。夏休みは、地震だけでなくさまざまな災害への備えを話し

ご家庭で
話合いを！

合う機会としてください。区の防災課・土木計画課からの、
「あなた
と家族を守るための行動を！」
「家庭での備蓄はお済みですか」とい
うリーフレットを配布しました。ご家族でご覧くださ
い。９月１８日㈯は天沼中の防災教育の日として、各
学年で取り組みを行います。引き渡し訓練もこの日に
実施します。

「SNS 家庭ルール」を決める
７月１３日の保護者会で、中田生活指導主幹から「SNS 家庭ルー
ル」についての話がありました。
「スマホ、PC は保護者が使い方、
内容を監督できるようにする」「トラブルに巻き込まれたときにす
ぐに保護者に相談できるようにしておく」というような、大人側の
取り組みだけでなく、生徒自らがルールを決めて守ろうとすること
が大切です。SNS での言葉の使い方も難しい面があります。悪気が
ないからといってなかったことにはできません。慎重に言葉を選ぶ
練習も必要です。
「SNS 時間」について、ご家庭や友達とも共有する
必要もあります。
５年ほど前から、「SNS 家庭ルール」を話し合うことが天中の夏
保護者会/天沼ほっとスペース（まなびの教室）から
保護者会では１４０名の人数になりましたので、急
きょ各学年の会場で全体会も実施する形になりまし
た。火曜日勤務の「まなびの教室」巡回教員から、
「個
別の指導」の目的や方法について紹介をさせていただ
きました。まなびの教室を利用している生徒だけでは
なく、
「得意や苦手、学習の方法は一人一人違う」こと
など専門的な指導についてお話しました。
まなびの教室で活用している、
「表現力」
「推理力」
「語
彙力」
「漢字力」
「粘り強さ」を身
に付けるゲーム類のお話もありま
した。スマホゲームから離れて、
夏休みに、ご家族でいかがでしょ
うか。
（サンプルを見たい方は学
校までお申し出ください。
）

休みの宿題になっています。１年生は「SNS 東京ノート」が配布さ
れ、学級でも指導しています。ご家庭でも参考にしていただき、
「夏
休みのしおり」の７ページ、天中ルールの下の部分に「SNS 家庭ル
ール」を書き込んでください。必ずご家庭でお話合いいただき、記
入をご確認ください。提出された各ご家庭のルールは学年だより等
で皆さんで共有していただくことにしています。提出は始業式（８
月 27 日㈮）です。
※

そのほかの宿題（しおりに一覧があります）は、始業式に全員

元気に登校できることを願って、９月１日提出か、最初の授業時提
出となっています。

２年生の理科出前授業は、済美教育センターの理

理科教室 7/12

科教室担当の方が実験道具等持ち込みで実施して
くださいました。内容は、
「鉱物から金属を取り出す
化学変化」の実験です。通常授業ではできない高熱
による実験（テルミット反応）を含むものでした。
２時間ずつ、一クラスが二つの教室に分かれて少人
数で真剣に取り組んでいました。

夏季休業中の主な予定とお知らせ
★ 例年どおり学校閉庁日があります。８月の行事予定表と、右の
教育委員会からのお知らせをご参照ください。
★ 長期休業中は職員の定時退勤を励行しております。原則として
正規の勤務時間である 8：20～16：50 に、部活動等、教育活
動を実施いたします。勤務時間外のご来校やお電話はできるだ
けご遠慮いただけますようお願いいたします。
★

令和３年度、小笠原自然体験交流事業参加者の募集が始まり
ました。興味のある生徒は、副校長まで申し出て申込用紙を
受け取ることになっています。校内申込締切は９月１日です。

★ 図書館開館日は下の日程の 9：30～16：00 です。
７/20（火）21（水）27（火）28（水）30（金）８/19（木）20（金）25（水）26（木）

★

お 知 ら せ
杉並区教育委員会では、教員が心身の健康を保持し、や
りがいをもって教育活動を行うことができる環境を整え
ていくことにより、学校教育の更なる充実を図ることを目
的に、学校における教員の働き方改革を進めています。
その取組の一つとして、昨年度と同様、夏季休業日中に
おいて教員が出勤しない日（いわゆる学校閉庁日）を下記
のとおり設定することとしました。
つきましては、皆様方のご理解、ご協力をいただきます
よう、よろしくお願いいたします。
記
１ 実施日程 ８月 10 日（火）～８月 13 日（金）４日間
２ 上記の日程においては、教員は出勤しておりませんの
で、緊急な要件以外はこの日程を避けてご連絡、ご来校
いただきますようお願いいたします。
３ 上記期間においても、事務室等の職員は出勤しており
ますが、原則留守番電話対応になります。緊急の際はご
来校いただくか、教員へ連絡が必要な場合は下記連絡先
へご連絡ください。
【緊急連絡先】 済美教育センター 03-3311-0021

１学年の「修学旅行業者選定会（プレゼン会）
」が８月２５日（水）１３：３０～実施されます。
（参加申込制）

★ ７月１９日～２１日 9：00～11：50 夏季パワーアップ教室は申し込んだ生徒は全日参加を原則とします。
★ 大人おしゃべりウィークを面談期間中実施します。申し込まれた方でまだ日時の連絡がない方はお申し出ください。
★ 夏季休業中、次の日程で「オンラインホームルーム」を行います。参加できない場合はあらかじめ電話等でご一報く
ださい。不具合によりつながらない場合は学校からご連絡いたしますのでご家庭からのご連絡は必要ありません。

★

８月１９日（木） ９：００～

２年Ａ・Ｂ組 １０：００～

３年Ａ・Ｂ・Ｃ組

１３：００～１年Ａ・Ｃ組

８月２５日（水）１１：００～

１年Ｂ組 （７月 12 日にお知らせした日程と異なります。申し訳ありません。
）

この夏は初めてタブレットＰＣを持ち帰ります。個別学習・夏休みの宿題にご活用ください。紛失・盗難の際は警察に
届出、学校にもご一報ください。破損を防ぐため、ケースやバッグに入れて持ち運ぶことを推奨しております。また、
よくあるのが液晶画面のひび割れです。保護フィルム等を使用することは問題ありません。ご家庭でご検討ください。

★

破損、不具合の相談、操作上の質問などは、ＩＣＴ支援員が在校する７/２０

７/２９

８/５

８/１９

８/２５に

できるだけお願いします。その他の日は日直の教員が受け付けます。
★

貸与しているタブレットもご家庭のスマホ、ＰＣの利用ルールと同じように、東京都、学校、ご家庭のインターネット・
ＳＮＳルールに添って、個人情報の扱いや利用時間についてご指導をお願いします。学校で共有した他の生徒のデータ
をローカルに保存して持ち帰ることは禁じています。間違った使い方をしている場合は学校にご連絡ください。

工事のお知らせ
夏季休業中に体育館の空
調設置工事が行われます。学

数学科・１C 担任・堀江一徳主任教諭

校閉庁日を中心に行われま

堀江

かいせい

櫂成

すので、部活動等には影響し

第二子

ない予定です。

（令和３年６月３０日生）

くん

お姉ちゃんと違って「男の子！」
の顔をしている、というのが感想。
姉と同じく船にちなんだ字で名付
けました。元気に育っています。
ｂｙ堀江

