
 

 １学期終業式まであと二日となりました。最近の

感染者数の増加が気になるところではありますが、

アフターコロナやウィズコロナを見据えながら社

会的にも徐々に制限が解除されつつあります。本校

でも昨年度よりもさらに通常の教育活動を再開さ

せながら、１学期の取組を行ってまいりました。そ

して、本校の教育活動再開に歩調を合わせていただ

くようなお心遣いをいただきながら、運動会、こと

だま検定、公開授業の受付、校内見守りパトロール

など、保護者の皆様から多くのご協力をいただきま

した。また、地域の皆様や学校支援本部の皆様にも、

文化講座や職場体験、天沼倶楽部、ボランティア活

動にご協力をいただきました。ご協力をいただきま

した皆様へ感謝申し上げます。ありがとうございま

した。 

さて、今週末から夏休みに入ります。ご家庭で

は、お子様との時間が増えることと思います。こ

の長い休みの機会に、保護者の方からお子様に、

１学期で頑張っていたこと、成長したこと、よか

ったこと、うれしかったこと、そして２学期に向

けた希望など「何をしたか、したいか、何ができ

たか、何ができるか」も大切ではありますが、「そ

のとき、どんな気持ち、どんな思いであったか、

どんな思いをもって２学期を迎えたいか」が、置

いてきぼりにならないように、「根ほり葉ほり聞

く」と、いうよりも、さりげなく、お子様に声を

かけていただき、「出来事や結果についてのコミュ

ニケーション」でなく「気持ちのコミュニケーシ

ョン」を図っていただけますと幸いです。 

そのコミュニケーションのきっかけの一つとし

て、通知表がありますが、校長室に置いてある

「名言」が書いてある日めくりカレンダーの中

に、こんな言葉がありました。「お母さんは、僕が

塾で 10 番以内になるのと、10 人以上友だちがで

きるのと、どっちがうれしいの？」 

 

 

これは、このお子様の母親が「塾を休んで、友

達と遊ぶ時間があるなら、いま勉強して、いい学

校に入らないと、将来ダメになるでしょ！」とお

子様をしかったときに、そのお子様から言われた

言葉だそうです。 

いろいろなお考えはあるかと思いますが、各教

科の数値や記号のみにとらわれずに、お子様の頑

張りや、努力、頑張ろうとしていたことなど、記

号や数字では見ることができないところについて

も、お子様とお話をいただくことで、ご家庭で

も、生涯に渡って学びに向かう力を育てていただ

けますと幸いです。 

お子様にとって「学校」は、大人で言う「社会

生活」にあたるものだと思います。その「社会生

活」でのことである、通知表のこと、友だちのこ

と、日常生活のことなど いずれにしてもお子様が

本当に困ったときに相談できる一番身近な大人

は、「社会生活」から離れた「家庭」の保護者の皆

さんだと思います。お子様が家庭でお話をされた

ことで、心配なことなどがありましたら、三者面

談ばかりでなく、遠慮なくご相談ください。 

夏休みは お子様の過ごし方によって大きく成

長する時期です。私が若かりし頃、先輩教員か

ら、小学生は「手をかける」中学生は「目をかけ

る」高校生は「気をかける」意識が大切だよ。と

教えられ、なるほどと思ったことがあります。 

 お子様が「学校」という社会生活から少し離れ

て、リラックスして過ごせる期間です。 

 お子様がリラックスして過ごせる期間ですの

で、自分のことは自分でできるように手は（なる

べく）かけず、でも、健やかに成長できるよう

に、お子様が困ったときにはすぐに話が聞けるよ

うに、丁寧に目をかけていただきながら、お子様

が元気に、希望と自信をもって、２学期を迎えら

れるようご協力をお願いいたします。 
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７月 14 日、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。 

 

 

 

２年生は、本校キャリア教育の一

環としての職場体験が先日終わり

ました。来年度の「進路選択」を想

定し、保護者の方と相談のうえ一人

一人が希望する職場を選び、依頼に

出かけました。３年ほど前までの希

望していない職場に振り分けられ

る形で実施する場合に比べ、モチベ

ーションをもって取り組むことがで

き、成果も上がり、体験先にご迷惑

をおかけする例もゼロになりました。

高校選びもせっかく合格した学校を

途中で辞めるようなことにならない

よう、「自分で考えて選んで進む」こ

とを大切にしてほしいと思っていま

す。おかげさまで昨年度同様、体験

先からはお褒めの言葉を多くいただ

きました。保護者の皆様にはご理解

ご協力、ありがとうございました。 

（学校だより掲載のためにうつむき加減の写

真ばかりですが、実際はとても楽しそうに前

向きに取り組んでいました） 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７月３日、代表で６名のみ参加、レスキュー隊の帽子をいただき、第一回訓練を受けました。 

不審者侵入対応訓練７/１２ 

 

 

 

２年職場体験 事業所の皆さまありがとうございました！ 

レスキュー隊結団式 

 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。 
 写真は、生徒は教室にひそんでいましたので見

ていませんが、教職員が不審者役の荻窪警察の方

と、対応訓練をしている様子です。荻警の方から

は、生徒の静かな対応におほめの言葉をいただき

ました。 

薬物乱用防止セーフティ教室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  保護者の皆様へ   

 夏休み中、タブレットを使用した宿題や、ホームルーム（学活）が予定されています。個別学習（ミライシー

ド・navima など）にもお使いください。タブレットは家庭外へも持ち出しは可能ですが、くれぐれも盗難、紛

失、破損にはご注意ください。 

①  盗難、紛失の際は警察に届け出、学校にもご一報ください。 

②  破損、不具合の場合は学校に連絡をいただき、指示をあおいでください。 

③  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。保護フィルムを使用することは問題ありませんので、ご家庭でご検討ください。 

④   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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語スピーキングテストについて、東京都教育委員会からお知らせです。 
 東京都教育委員会は令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）の実施に向けて、この

たび、生徒・保護者の皆様を対象とした動画を作成しましたので、下記のとおりお知らせします。

つきましては、パソコンやスマートフォン等でご視聴くださるようお願いします。 

（１）保護者対象動画「中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)について」 

https://youtu.be/k7xzXHnE4dg 

 

（２）生徒・保護者対象動画 

https://www.youtube.com/watch?v=T564oCqvbFE 
 

 ７月１６日（土） 土曜授業のご感想 

 保護者会の翌日でしたが、土曜授業の公開にご来校をいただきました。（８０人以上）アンケートにお書きいただい

たことを一部ですが掲載させていただきます。 

【１年】□自分が中学校の時の授業と比べて思ったよりも難しい内容の濃い授業をしているんだなという印象です。□

１年生と思えないくらいしっかりまとまった発表をして立派だと思いました。自分も仕事をしていますが、仕事をして給料を

得るまでの過程が大切だと気づかされました。□子供たちがタブレットを使いこなして発表していて今の子はすごいなと

思いました。□音楽は実技だけでなく楽譜の中の音楽的な勉強もしていてよかった。先生が２名で合唱曲のパート練

習がきめこまやかに行われていてよかった。□子どもたちが予想以上に自主的に学習に取り組んでいることが分か

り、我々の中学校時代よりも少人数教育になっていることの効果を感じた。【２年】□自分の子の発表を見るだけの予

定でしたが、ほかのお子さんの発表がおもしろく、最後まで拝見させていただきました。□公開があるたびに、「来ない

で」と言われていましたが、昨日の保護者会で校長先生がおっしゃっていたことを伝えて来ました。久しぶりにクラスの

様子を見ることができてよかったです。【３年】PC を上手に使い、考察の内容も勉強になるものが多く、さすが３年生と

思いました。□タブレットを上手に使っていました。声がもっと大きいともっとよかった。□各班の個性がありとてもおもしろ

かったです。□暑い中コロナをかいくぐって宿泊もこなせて幸運、良かったね！と心から思いました。元気に帰ってきて

よかった。 

【ご意見ご質問】 

○できる限り行事は催してほしいです。子どもたちに貴重な経験をたくさんさせてあげてください。○授業公開していただ

きありがたいです。○コロナ禍中、公開していただきありがとうございました。○校内案内図の向きが分かりにくいように

感じた。→（善処します）○部屋が暑かった。→（設置年度のかなり古いものがあり、解体して清掃する必要がありま

す。夏季休業中に実施する予定です。）○教室の前のドアも開いていると表情が見えてよかった。→（検討します）○

順番をあらかじめきめて知らせてほしかった。→（検討します）○来校する保護者が少ないので目立ってしまい、子ども

から嫌がられる循環にはまっています。実際貴重な機会ですし。○生徒たちのためにできることを悩みながら進めて下

さり、ありがとうございます。 

 

https://youtu.be/k7xzXHnE4dg


 

 

 

 

 

ご 家庭で話合いを！ 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「SNS 家庭ルール」を決める 

保護者会でもお知らせしましたが、夏休みの宿題として毎年

お願いしている、「SNS 家庭ルール」の話合い、今年度もよろし

くお願いいたします。「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

共有する必要があります。 

５年ほど前から、「SNS 家庭ルール」を話し合うことが天中の

夏休みの宿題になっています。「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（９月１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５日（月）提出か、最初

の授業時提出となっています。 

 

 

 

 

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。（右ご参照ください） 

★ 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４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５日です。 

★ 図書館開館日は下の日程の 9：00～12：00 です。 
7 月 28 日、 29 日 8 月 1 日 2 日 3 日 4 日 31 日 

★ １学年の「修学旅行業者選定会（プレゼン会）」が 

７月２２日㈮１３：３０～実施されます。（参加申込制） 

★ ７月 25 日～27 日 9：00～11：50 夏季パワーアップ 

教室、自学自習教室を申し込んだ生徒は別途、お知らせ 

を配布します。 

★ 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「オンライン学活」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。 

８月２５日（木） １３：００～ 右記以外の全クラス  ８月２６日（金） ９：００～ １年Ｂ組  

 

        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（水）～８月 16日（火）の平

日４日間 

２ 上記の日程においては、基本、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 

 


