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前川 敦史 会長 
先日の運動会では代表委員を始め、広報委員の方は

広報誌のための写真撮影、標準服をゆずる会の方は標
準服の収集にと、お疲れさまでした。委員以外にも多
数の方にお手伝いに来ていただき、駐輪場の整理・誘
導やパトロールをしていただいたお陰で、大きな事故
もなく終えることができました。重ねて御礼申し上げ
ます。 
さて、気が付けば梅雨も明け夏が始まっておりまし

た。もう何日もすれば夏休みが始まります。子供たち
が日々の授業から解放され、勉強に部活に遊びに夢中
になることでしょう。無事に２学期を迎えられるよう、
各家庭でも熱中症の予防や遊びに行くときの決め
事・注意点など、よく会話して楽しい夏休みを過ごし
てください。 
先日、近隣の集合住宅の敷地内で爆竹のような音が

鳴り、近所の方が駆け付けたところ、灰色のスラック
スをはいた中学生くらいの男子が逃げる姿を目撃し
たそうです。また、つい先日は校舎および部活中の生
徒を無断で撮影している男性が通報されました。 
夏休みで開放的になり、遠出をしたり夜遅くに出歩

いたりしている子供を狙った悪戯や犯罪は後を絶ち
ません。もう中学生なのでどこにでも親御さんが付い
て行ったり、行動を制限したりすることはできないた
め、子供たちが自ら考え行動し、自衛できるための手
助けをお願いいたします。 

 
 

～上石神井中学校避難拠点運営連絡会より～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『避難拠点とは』 

練馬区の小・中学校 99校のことで、阪神・淡路大

震災の被害や、避難の状況から練馬区独自で定めたも

のです。区立の小・中学校は、地域での災害時の活動

拠点にもなることから、単に「避難所」や「避難場所」

と呼ばずに「避難拠点」と名付けています。 

震度５弱以上の地震が起きて学校の建物が安全な

場合に、「避難拠点要員」により開設され、「避難拠

点運営連絡会」の協力を受けながら、避難者の受け入

れや在宅避難者への支援を行います。 

新村 紀昭 校長先生 
４月に新年度がスタートして３ヶ月余り、運動会や

修学旅行も無事に実施でき、大きな事故・事件もなく
学校運営ができました。これも保護者の皆さまのご理
解ご協力のおかげと感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。現在、保護者アンケートもお願いしてい
ますが、生徒の意欲を高める授業改善、「あじみこし」
を中心とした基本的な生活習慣の確立に努めたいと
考えています。では夏休みを控えて２点お話しします。 
まず、学習面です。１年生にとっては初めての通知

表ですが、どの学年の保護者の方も通知表の評価・評
定の数値だけに目を奪われず、なぜその評価・評定に
なったかを評価し話し合っていただきたいと思いま
す。というのは、この夏休みは２学期に評価されるの
で、１学期の反省に基づく家庭学習の改善が、２学期
の評価に反映されるためです。良いところはさらに伸
ばし、反省すべきところは改善してすぐに実行するこ
とが学力向上につながり、２学期の評価にも直接つな
がっていきます。 
そして、夏休みの生活です。21 日から 44日間の

夏休みに入ります。終業式では生徒たちには「長い夏
休みにしかできないことに挑戦しよう」と話します。
特に、今の子供たちは様々な経験・体験が不足してい
ると感じます。また、家族間のコミュニケーションや
地域とのつながりはどうでしょうか。普段は部活動や
習い事などで忙しいと思いますが、夏休みこそ日常と
異なる体験や活動、家族をはじめとする様々な交流を
してほしいと思っています。また、セーフティ教室で
も指導しましたが、携帯電話等で使うＳＮＳ（ソーシ
ャルネットワーキングサービス）の活用について「上
中ルール」もありますが、いじめや犯罪につながらな
いよう十分に家庭で話し合いご指導ください。 
最後に、夏休み期間中も、本校の教育活動や教職員

についてご不明な点、お子様の様子で不安な点等があ
りましたら、遠慮なく担任でも管理職でもご相談くだ
さい。夏休み後半、２学期の始業式の近くでは、例年、
痛ましい事故が報道されます。思春期の不安定な時期、
少しでも気がかりな点がありましたらご連絡くださ
い。 
それでは、１年生の臨海学校を含め夏休み中もＨＰ

上「できごと」欄に様々な情報を掲載しますのでご覧
ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年度／No.2      上石神井中学校保護者と教師の会 会長 前川 敦史 

学年委員全体会だより  日時：7 月 14 日（土）10:02～10:40    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪マメール≫ 
☆毎月15日テストメール配信中☆ 

届かなくなった場合は、以下の事をご確認ください！ 

◆メールアドレスの変更➡ 
kamichuu@mamail.jp に空メールを送って、
再度入会してください。  

◆機種変更、迷惑メール防止機能・ドメイン指定
受信の設定… etc. ➡ 各種の設定をご確認く
ださい。 

「防災宿泊訓練」のお知らせ 

9/1(土)16 時集合 ～ 2(日)10 時解散（予定） 

場所：上石神井中学校体育館 

(お手紙配布済み。参加締切日を過ぎていますが、

ご興味のある方はご連絡ください。) 



【活動報告】 
≪学年活動≫ 

（１年）5/12 

 

 

（２年）5/12 

 

     

（３年） 

≪育成委員会≫ 

6/5 

 

7/4 

7/5 

7/23 

7/24～7/26 

 

 

 

 

 

≪広報委員会≫ 
5/12 

5/19 

5/16～6/6 

6/9 

 

 

 

6/11 

6/19 

6/24 

6/29 

7/4 

 

 

 

【ひまわり 110 番 30 年度地区別世話人】 

※緊急時にはすぐに 110番へ通報してください。 
学校や保護者と教師の会、町会や自治会、商店街、また

個人のお宅など、多くの方々が地域の安全のために、ひ
まわり 110 番の掲示に協力してくださっています。何
かあった時に駆け込めるように、ぜひ、お子さんと通学

路のどこにあるか確認していただきたいと思います。       

 

 

≪音楽委員会≫ 

5/12 

 

 

6/9 

 

 

 

 

≪標準服をゆずる会≫ 

5/19 

6/9 

7/14 

≪代表委員会≫ 

5/19 

5/26 

5/27 

5/28 

6/1 

  

6/4 

6/5 

6/6 

6/8 

6/10 

6/12 

6/16 

6/28 

7/5 

7/23 

7/24～7/26 

8/25,26 

9/1,2 

9/7 

9/8 

 

窪 宏孝 副校長 

１学期、ご協力ありがとうございました。 
中学校では、夏休み期間中に夏季学力補充教室を行

います。７月 31日（火）～８月３日（金）午前中に
あります。中１、中２は数学、英語です。中３は、国
語、数学、英語となっています。 
更に、中３は、８月 27日（月）～８月 31 日（金）

５教科を行う予定です。 
また、働き方改革の取り組みとして、学校閉庁日を

設けることとなりました。期間は、８月 13 日（月）
～８月 17 日（金）に行います。 
日直を置きませんので、教員の出勤はありませんが、

部活動で大会が予定されている部は、練習を行います。
管理職は出勤していますので、緊急時の対応はいたし
ます。 

  

 

 

 

 

 

地    域 中 学 校 世 話 人 

上石神井 1 丁目 大堀（２D） 田中(桂)（１B） 

上石神井２丁目 前川（３B） 岩田（１C）  

上石神井３丁目 光山（２A） 田中(多)（１B） 

上石神井４丁目 池田（３C） 後藤（２A） 

千  川  南 安井（３C） 

全体会のときに収集ボックスを設置しますので、ご家

庭にある使用済み切手・ベルマークをお持ちくだ

さい。福祉同好会で整理をし、福祉事業に役立て                         

ます。 

次回の学年委員全体会 

9 月 11 日(火) 3 階会議室 10 時～ 
会場準備は１年生です。 

９時 45 分までにお集まりください。 

 

・上中運動会お手伝い 

・石神井台小学校運動会 

・練馬区内一斉清掃 

・第１回避難拠点運営連絡会 役員会 

・ひまわり 110 番連絡協議会 

・セーフティ教室 

・避難拠点運営連絡会 総会 

・第１回中学生福祉同好会会合 

・第１回学校評議員会 

・地域パトロール 

・福祉同好会手作り教室アートマーケット 

・第１回上石神井地域安全協議会 

・福祉同好会ドッヂビー大会 

・練馬区青少年委員会 

・第２回中学生福祉同好会会合 

・アイススケート教室(予定) 

   ・保育園実習(予定) 

   ・こどもキャンプ(予定) 

・避難拠点運営連絡会 防災宿泊訓練(予定) 

・第２回ひまわり 110 番連絡協議会(予定) 

・地域パトロール(予定) 

・学年活動話し合い 

 給食試食会 11/6(火)(予定) 

茶話会 年度末保護者会終了後(予定) 

・学年活動話し合い 

 給食試食会 11/1(木)(予定) 

茶話会(日程未定) 

・特になし 

・青年活動部部会 

・第１回中学生福祉同好会会合 

・育成委員研修 

・第２回中学生福祉同好会会合 

・アイススケート教室(予定) 

   ・保育園実習(予定) 

・原稿依頼 

・運動会写真撮影 

  ・印刷業者見積問い合わせ 

・第２回広報委員会 

 写真選別(運動会)、印刷業者の選定、教職員の

写真とアンケート回収、部活動紹介用アンケー

トと写真依頼 

・未回収分アンケート回収 

・印刷業者へ回収済み写真とデータ送付 

・印刷業者へ運動会の写真送付、コメント回収 

・印刷業者へコメント送付 

・運動会コメント、部活動紹介アンケート回収 

・第１回音楽委員会 

 委員内アンケート回収、音楽会日程決定、合唱部・

吹奏楽部・演劇部・美術部へ出演依頼、会計係決定 

・第２回音楽委員会 

 音楽会開演時間決定、ポスター・チラシ係決定 

・第１回回収日 

・第２回回収日 

・第３回回収日、在庫の整理 

♪ 上中音楽会 日程決定！！ ♪ 

10 月 27日(土)13：00開場 13：30開演 


