
                           

 

 

 

 

 

令和元年 7月 19日 

 

 

 

 

尾崎 正人 会長 
今年も早いもので一年の半分が過ぎました。学校行

事では一大イベントである運動会も大きな事故なく
無事に終えることができました。非常に暑い日でした
が、おとなりの上石神井小学校からテントをお借りし、
またテント裏には水を準備していただくなど暑さ対
策ができたことで熱中症を防ぐことができました。 
校長先生をはじめ、先生方が臨機応変な対応をして

くださったお陰だと思います。 
また、ゴール前の撮影場所の開放などの新しい取り

組みも学校と保護者の協力で混乱なく行うことがで
きました。ご協力ありがとうございました。 
 期末テストも終わり、この後は夏休みに入っていき
ます。生徒達は学年により過ごし方が違ってくると思
いますが、開放的な気分からちょっと羽目を外してし
まうようなこともあるかもしれません。 
地域の方々のご協力も得ながら生徒達を見守り、導

いていただきながら、楽しい夏休みの思い出が作れる
ことを願います。 
ご協力よろしくお願いいたします。 
 
 

～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 98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 
１学期も締めくくりの時期を迎えました。４月より

「何事も本気で取り組む上中生、本気になれる生徒、
本気を支える生徒の育成」をスローガンに授業や学校
行事の実施、「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てきました。この間、大きな事故・
事件もなく学校運営を進められたのも、保護者の皆様
のご理解とご協力のおかげです。ありがとうございま
した。 
さて、先日、埼玉県所沢で痛ましい事件が発生しま

した。詳細はわかりませんが、本件から子どもの表現
力についてある研修会で聞いた話を思い出しました。
それは現代の子どもは自分の感情を言葉で言い表す
ことが苦手だという話です。自己感情のコントロール
とともに、自分の中に溜まった嫌な気持ちや孤立感等
を言葉で表現できず、誰にも相談できないまま衝動的
な行動に出てしまう例が増えているということです。 
そこで、子どもの感情をそのまま受け止め、反応し

てくれる環境「応答的環境」を作ることが大切だとい
うことでした。子どもの話を頭ごなしに否定すると自
己肯定感をもてなくなります。また、話しても相手に
されないような環境で育つと、子どもは「感情を表現
しても無駄だ」という感覚に陥り、感情をうまく表現
できず、何を考えているかわからない難しい子どもに
見られる可能性があるそうです。 
最近、本校では下駄箱表示が壊れたり防火責任者表

示がなくなったり、気になる出来事が続き、全校生徒
に名乗り出るよう呼びかけていますが、目撃情報もで
てきません。生徒の規範意識が低下しているのかと心
配しています。人に迷惑をかけない、失敗したら謝り、
正していく。ぜひ夏休みにはこうした事も含めてお子
様と様々な話をしていただけたらと思います。私見で
すが携帯電話の SNS 等の過度な利用は、中学生にふ
さわしい思考力や判断力、表現力の育成を妨げるもの
だと思います。 
２学期の始業式が近づくと、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。それでは充
実した夏休みになるよう、よろしくお願いします。 

 
【ひまわり 110 番 令和元年度地区別世話人】 

 
 
 
 
 

 
 
 

地    域 中 学 校 世 話 人 

上石神井 1 丁目 大堀（３D） 伊藤（２Ａ） 

上石神井２丁目 甲斐（３Ａ） 三浦（１Ｃ）  

上石神井３丁目 田中（２Ｂ） 今里（２Ｂ） 

上石神井４丁目 塩田（１Ａ） 中平（１Ｂ） 

千  川  南 後藤（３Ｂ） 尾崎（１Ｂ） 

令和元年度／No.2        上石神井中学校保護者と教師の会 会長 尾崎 正人 

学年委員全体会だより  日時：7 月 13 日（土）10:02～10:50    

 

「防災日帰り訓練」のお知らせ 

8/30(金)16 時集合～19 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。) 

 ≪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。 

※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。 



【活動報告】 
≪学年活動≫ 

（１年）5/11 

 

 

（２年）5/11 

 

 

    7/13 

（３年） 

≪育成委員会≫ 

5/14 

 

 

6/27 

7/4 

7/23,24 

7/24 

 

 

 

 

 
≪広報委員会≫ 
5/11 

5/25 

5/28 

6/3 

 

6/10 

6/21 

6/25 

7/3 

7/6 

7/8 

≪音楽委員会≫ 

6/8 

 

 

 

6/24 

 

7/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪代表委員会≫ 
5/14 
 
5/16 
 
5/25 
 
5/29 
6/1 
6/4 
6/7 
6/8 
6/15 
6/25 
6/27 
7/2 
7/3 
7/7 
7/13 
7/13 
7/23,24 
7/24 
8/24,25 
8/30 
9/初旬 
9/6 
9/8 
9/11 
9/14 

 

窪 宏孝 副校長 

＜１＞ご質問を２ついただきましたのでお答えいた
します。 

Ｑ１：7/４の雨風の強い日に、水泳の授業がありま
した。実施の判断基準は、水温と聞いています。
雨風が強い日は中止という判断はないのでしょ
うか。 

Ａ：基準は、気温と水温を足し算して「５０」を超
えることが一つの目安です。 
体育科で、健康管理を含めて総合的に判断して

います。 
しかし、１年生は、臨海学校がありますので水

泳の授業をできるだけ行いたいという学校とし
ての意向はあります。  

Ｑ2：合同説明会は、今年からなくなりました。来
年度以降に復活する予定は、ありますか？ 

Ａ：今後、実施する予定は、ありません。 
校内で２年間に渡り検討して決定しました。高校
の先生方に、本校に来ていただくこともよいので
すが、そのことより、生徒と保護者の皆様が高校
へ行き、その学校を知っていただく事が、より大
切と考えています。また、高校の先生方の話を聞
く機会は、多くの場所で行われている現状もある
ことも理由としあげられます。更に、各高校との
日程や実施についての調整の難しさも一因とし
てあります。 

＜２＞ 東京マイ・タイムラインについて 
７/12（金）に配布いたしました。マメールでも、

お知らせしています。 
東京都では、平成３０年７月豪雨等を踏まえ、発

災までの行動を時系列に沿って整理し、風水害に関
する知識の習得とマイ・タイムラインの作成ができ
る材料を一式にまとめた東京マイ・タイムラインを
作成しました。 
ぜひ、各ご家庭でお子さんと、マイ・タイムライ

ンの作成を通して安全について話し合ってみてく
ださい。 

＜３＞その他 
広報誌「ふれあい」で本校の教職員の推薦の本が

紹介されています。図書委員会と図書ボランティア
の方々の活動協力により、学校図書館で、その「特
集」が組まれます。ぜひ、学校図書館を訪れてみて
ください。 

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 14 日(土) 3 階会議室 14 時半～ 
会場準備は１年生です。 

14 時 15 分までにお集まりください。 

 

・青年活動部部会 
・第 1 回中学生福祉同好会会合 
・保護者と教師の会 会費集金 
・『標準服等収集のお願い』印刷配布 
・上中運動会手伝い 
・標準服等第 1 回回収日 
・第２回６０周年実行委員会 
・石神井台小学校運動会 
・避難拠点運営連絡会総会 
・ひまわり 110 番連絡協議会 
・標準服等第２回回収日 
・ドッチビー大会 
・第１回学校評議員会 
・第２回中学生福祉同好会会合 
・第１回上石神井地域安全協議会会合 
・第３回６０周年実行委員会 
・第２回地区祭実行委員会 
・第２回学年委員全体会 
・標準服等第３回回収日 
・保育園実習（予定） 

・アイススケート教室（予定） 
・こどもキャンプ（予定） 

・避難拠点運営連絡会 防災日帰り訓練（予定） 
・第４回６０周年実行委員会（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） 
・第 3 回地区祭実行委員会（予定） 
・第 3 回学年委員全体会（予定） 
・標準服等第４回回収日（予定） 

・学年活動話し合い 

 給食試食会と茶話会に決定 

担当者割り振り 

・学年活動話し合い 

 給食試食会と茶話会に決定 

担当者割り振り 

・学年活動話し合い（予定） 

・特になし 

・青年活動部部会 
・第 1 回中学生福祉同好会会合 
☆今年度、福祉同好会の生徒は 33 名です。 
・第 2 回中学生福祉同好会会合 
・育成委員研修 
・保育園実習見送り（予定） 

・アイススケート教室（予定） 

・第１回広報委員会 
・運動会写真撮影 
・第２回広報委員会 
・代表委員、副校長先生にデータ及びラフレイア
ウトを確認依頼 

・デザイン会社にデータを提出 
・最終確認を代表委員、副校長先生に依頼 
・入稿 
・納品 
・配布準備 
・広報誌「ふれあい」1 号誌配布 

・第２回音楽委員会 

☆音楽会の日程が 10/26(土)に決定 

☆合唱、吹奏楽、演劇、新体操、美術、華道部へ 

出演、活動依頼 

・「出演者・スタッフ大募集」の手紙作成、印刷、

配布 

・第３回音楽委員会 

☆出演部活の顧問の先生へ「出演のお知らせ」 

作成、配布 

☆音楽会開演時間決定 

♪ 上中音楽会 日程決定！！ ♪ 

10 月 26日(土) 13：00 開場 13：30開演 


