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2 月 1７日に第４回理事会が開催されました 

 

《 内田宜宏 ＰＴＡ会長より 》 

日頃から美園南中学校ＰＴＡの活動にご理解・ご協力をいただき感謝申し上げます。コロナ禍の中、事業計

画を変更することも検討しながら、ＰＴＡ設立４年目の活動をしているところです。 

第４回理事会ということで、もう１年経つのだなと感じております。今年度も専門委員会の方々を中心に

様々な事業を実施していただきましてありがとうございました。私自身、今年度でＰＴＡ会長を退任させてい

ただきますので、あと数ヶ月で美園南中ともお別れです。とは言え、何かしらで関わっていく部分もあるかと

思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 本日は、今年度最後の理事会ということで、１年間を通じていろいろと活動していただいたことをご報告い

ただき、１年の締めくくりとさせていただければと存じます。 

 来年度も、家庭・学校・地域で連携しながら、子どもたちのため、安心・安全にＰＴＡ活動を行ってまいりた

いと思います。引き続き、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

《 内田崇史 校長先生より 》 

新型コロナウイルス感染症の状況を見ながらの一年間の活動、ありがとうございました。 

３年生は、公立入試の出願が終了して、各学校の倍率が公表されております。22 日（水）に筆記試験、24

日（金）に実技・面接試験があり、最後の頑張りをしているところです。私立進学の生徒は、既に入試が終わ

っていますが、３年生一丸となって進路に取り組んでいる雰囲気であります。 

２年生は、自然の教室を１月下旬に実施しました。男子と女子で宿泊地が異なる変則的な取組となりました

が、普段の学校生活で見ることのない様子がたくさん見られました。スキー実習では、初日にはすぐに転んで

いた生徒たちが、最終的には皆リフトに乗って、スムーズに滑ることができるようになっており、中学生の吸

収力は素晴らしいことを再認識できました。 

１年生は 3 学期、特に大きな行事はありませんでしたが、次年度は様々な行事が控えています。 

学年末テストがこれから 1・2 年生は行われますが、部活動停止期間も朝早くから登校して、8 時くらいか

ら教室で自習をしている姿を見ることができました。テスト終了後にはスポーツ大会を予定しているため、楽

しみにしている生徒も多くいます。    ＜右上に続く＞ 

 

 

 

 

 

＜校長先生より 続き＞ 

卒業証書授与式でのマスクについては、生徒は外すことを基本とする通知がさいたま市より来ています。合

唱時はマスクを着用して、式はマスクを取って行います。新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら判

断をしていきたいと思っております。 

現段階では、4 月 1 日からマスクなしの生活に入っていく予測もありますが、新型コロナウイルス感染症の

感染状況次第で判断をしていきます。コロナ禍において、マスク着用や手洗いうがいの徹底を各自が行い、自

分の健康を保つ意識を高めたことにより風邪を引く生徒が減っています。今後は手洗いうがいを奨励していき

ます。   

子どもたちが毎日楽しそうに過ごしているのを見て、我々大人も元気をもらっています。これからも子ども

たちの笑顔がたくさん見られるよう、引き続き、皆様方のご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

《 学校からの連絡事項 宮内智 教頭先生より 》 

・新入生保護者説明会にご協力いただきありがとうございました。 

・令和５年度は新入生７クラスを迎える為、第２技術室を特別支援学級の教室に造り変えたり、机や椅子が納

品されたりしている状況です。 

・今年度の卒業式は保護者の方２名までは参加可能で案内する予定で準備をしています。入学式も同様で準備

を進めています。 

・今年度の卒業式も在校生代表者以外は教室で参加予定です。ただし、予行練習の際は２年生にも参加しても

らい、実際に見て経験し、伝統の継承をしてもらいたいと思います。 

・年度初めの 4 月 1 日と 2 日が土日であり、入学式は 4 月 10 日と日程が厳しい状況ではありますが、御協

力をお願いいたします。 

 

 

 

ＰＴＡ理事会だより ＮＯ．４ 

発行  令和５年３月２０日 

編集 美園南中学校ＰＴＡ本部 



 

《 柳沼勉 学校地域連携コーディネーターより 》 

私の主な役割は、コミュニティスクールとしての学校運営協議会、チャレンジスクール、未来くるワーク体験

を円滑に進められるようにすることだと思っていますが、おかげさまで順調に進められています。 

一年間、ご協力いただき、ありがとうございました。 

 

①コミュニティスクールについて 

計画していた３回の学校運営協議会が終了しました。先日の第３回学校運営協議会では、多くの皆様にご協

力いただいて１月１６日から２７日まで実施した「あいさつ運動」についての振り返りと、来年度の取り組み

について話し合いました。肌感覚としては、総体的にあいさつをする生徒が増えてきたように思います。 

また、私たち自身が地域のことを知るために「大人のための美園学習」として、浦和の歴史に詳しい先生を

お招きして「美園南中とその周辺の歴史と文化」という演題でご講演もいただきました。３月の終わりには、

大門地区を巡る実地研修も予定しています。興味のある方は、一緒にいかがでしょうか。希望される方はお申

し出ください。 

②チャレンジスクールについて 

３学期のチャレンジスクールは、今週の１４日（火）から始まり、定期テスト前の２１日（火）まで実施し

ます。明日と明後日は、それぞれ約３時間の学習時間を提供いたします。参加している生徒さんは、大変集中

して学習に取り組んでいるので、スタッフの皆さんもとても感心しておられます。 

③未来くるワーク体験について 

市内には、コロナ禍で今年度も実施を断念した学校もあるようですが、本校では過日ご報告しましたように

秋に実施できました。来年度は、さらに取り組む生徒数が増えます。新年度になったら、受け入れてくださる

事業所を確認する計画ですが、保護者の皆様のネットワークでも、どこかお心当たりがありましたら情報を提

供していただけると助かります。よろしくお願いいたします。 

 

《 ＰＴＡ本部より 》 

 理事会にて以下のとおり承認いただきましたので、ご報告いたします。 

１）スポーツ大会でのスポーツドリンク配付について 

    昨年度、３月に行われるスポーツ大会にて、スポーツドリンクの配付をしました。今年度も引き続き、ス

ポーツ大会にスポーツドリンクの配布をします。 

    

２）卒業式当日の装飾について 

  例年、壇上の演台やステージの上、階段等にお花を飾っています。今年度はそれらに加えバルーンアートで

フォトスポットを用意します。きちんとした入学式もできず、３年間の中学校生活をコロナ禍で過ごした３

年生に、卒業の記念に写真撮影をして最後に良い思い出を残していただけるよう、バルーンアートの装飾を

します。 

 

連絡事項 

・次年度新旧理事会について 

昨今のコロナ禍ということで、新旧理事会に関してはホームページで公開させていただき、審議をしていた

だくという流れを数年とってきています。令和５年度はコロナ禍から脱して通常になるということではありま

すが、ＰＴＡ活動の負担軽減のために今年度もホームページを通して新旧理事会を開き、その後の総会に繋げ

ていきたいと思います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

《 校長先生より 》 

今、生徒会を中心に自分たちの生活が快適になるよう見直そうという生徒発案の改革を行っております。 

先日、学校評価で生徒一人一人からアンケートをとって、どんなことをすれば学校が少しでも快適に変え

られるか、もっと楽しむためにはどうすればいいか様々な意見がありました。改革の候補として以下のよう

な意見が挙がっています。一つは文化発表会、文化祭です。文化部の活躍する場をみんなで見たいからとい

う理由で、なるほどと思う意見でした。ほかには、女子トイレにゴミ箱の蓋が欲しいというリアルな、それ

はすぐに改善しようかと思う意見。今は読書している朝の自習時間をせっかくだから曜日を決めてタブレッ

トで予習復習する時間にしてほしいという、すごく勉強に意欲的な意見。自動販売機の種類を増やしてほし

い、増やすためにはどういうルールが必要だろうという意見等がありました。全部そのまま変えるという訳

にはいかないのですが、そうやって問題提起の中でみんなで話し合って少しでも一つでも二つでも変えてい

ける、それを今度は生徒会が全員に発表して僕たち私たちの能力で学校が変わりましたねという、とにかく

生徒の実力で、自分たちの力で自分たちの学校を変える学校づくりということで、来年度も引き続きどんど

んやっていきたいと思います。 

 

 

 

今年度も皆様におかれましてはお忙しい中、各行事へのご参加、防犯安全パトロールや 

委員会活動等にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございました。心より感謝申 

し上げます。来年度も引き続き、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

なお、理事会だよりは、来年度も本部の負担軽減と紙の使用量を削減し、環境負荷を軽 

減できる観点から、印刷配付はいたしません。美園南中学校ＰＴＡホームページ

（https://mmpta.com/profile/dayori/）、または kintone の「ＰＴＡ本部からのお知らせ」 

からご一読くださいますよう、お願いいたします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員会の活動と１年間の感想・反省 

総務委員会 
１/２１（水） リサイクルバザー開催 

２/ ３（金） 大掃除 

２/１７（金） 第４回理事会 

＜以降の予定＞ 

4 /１２（水）令和５年度 第１回委員会 

 

本年度、コロナのためいろいろな制限や困難があり、四役の負担が大きかったですが本部の

方と委員の皆さんよりご協力やアドバイスをいただき、沢山の行事を取り組むことができてよ

かったと思います。ありがとうございました。 

〇三行詩 

今年、沢山の応募がいただき嬉しいですが、選考などがちょっと大変でしたので、来年から

他の委員会からのヘルプもあればいいかなと思っております。 

〇リサイクルバザー 

本部のご意見を参考しながら無事に開催できましたが、制服、ジャージ以外の不用品がほと

んど売れなかったので、回収しなくてもいいかなと思っております。 

制服やジャージを購入しようとする人が多かったですが、大きいサイズが少なく、購入を諦

めた人が多かったので、今後の回収にもうちょっと工夫が必要と感じました。 

来年度、それの改善を期待し、開催を継続していただけばと思っております。 

〇理事会の準備 

前年度より残していただいた資料を参考して、また、委員のみなさんからのご協力のお蔭で

スムーズに対応することができました。 

〇四役の構成 

仕事をしながら委員会の業務を取り組んだので委員長の二人体制が良かったです。 

文章作成の仕事量が多く書記さんも二人体制でいいかなと思っておりました。 

 

最後に、仕事と両立して委員会の業務や行事を取り組んだ四役は 1 年間大変でしたが、委員や

本部のみなさんからご協力をいただいた上、1 年間が無事に終わってよかったです。 

今後も総務委員会、また PTA の委員会の活発の活動が出来る事を願います。 

ありがとうございました。 

 

広報委員会 
１１/１８（金）第 9 号ＰＴＡ広報紙 校正 2 

１２/ ２（金）第 9 号ＰＴＡ広報紙 最終確認 

１２/ ５（月）第 9 号ＰＴＡ広報紙 校了 

１２/２１（水）第 9 号ＰＴＡ広報紙 配布 

１２/２３（金）第１０号ＰＴＡ広報紙 原稿〆切 

１/ ６（月）第１０号ＰＴＡ広報紙 初稿入稿 

１/１９（木）第１０号ＰＴＡ広報紙 校正１ 

２/ ３（金）大掃除 

２/ ８（水）第１０号ＰＴＡ広報紙 校正２ 

２/１７（金）第４回理事会 

＜以降の予定＞ 

２/２２（水）第１０号ＰＴＡ広報紙 校了 

３/ ６（月）第１０号ＰＴＡ広報紙 配付 

4 /１２（水）令和５年度 第１回委員会 

 

白石委員長より 

今まで PTA の広報紙というものについて、子ども達の様子を掲載するのがメインと誤

解していました。今回、委員長を務めることとなり PTA 活動というものについて深く考

えさせられました。活動が終盤となってから、もっと PTA 活動について取材して掲載し

たかったと思いましたが、なかなか段取りがうまくいかず反省しています。 

子ども達の成長の為に、学校に任せきりではなく保護者も寄り添っていく事はとても大

切だと思いました。仕事や家事の合間に活動することは大変ですが、さまざまな委員会が

陰ながら子ども達をサポートしている様子を周囲に伝えることは、モチベーション維持の

為にも良いことだと思いました。 

委員の皆さんにご協力いただきなんとか頑張ることができました。 

1 年間ありがとうございました。 

 

會田委員長より 

 以前、長男の小学校で、広報紙を作った経験がありました。その経験と、普段デザイン

の仕事をしているので、そのスキルを活かせればと思い、広報委員を希望しました。 

そんな中、なんと、委員長就任・・・最初は、まさかそんな大役が務まるのか？凄く不

安でした。しかし、四役さんや本部の方々にいろいろと助けられ、委員の方々も積極的に

作業に取り組んでいただけたので、無事に広報紙を発行する事ができました。 

 約 15 年ぶりの広報委員会。去年から CM でお馴染みの【kintone】というクラウド

システムが導入されてたみたいで、びっくりしました。お陰様で、LINE と併用して順調

に作業を進められました。リモートで打ち合わせをしながらデータをクラウド共有したり

して随分と楽になったと感じました。PC を使えない人でも、手書きでレイアウト原稿を

作り、写真を撮って LINE で共有したりして、各自色々工夫して作業をすすめてきまし

た。更に、印刷会社に、データをクラウド共有してデザインと印刷をしてもらいました。

凄くハイテクな委員会でした。アナログとデジタルの融合で、ドタバタで大変でしたが、

思い出に残る一年間でした。 

1 年間ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年進路委員会 
２/ ３（金）大掃除 

２/１７（金）第４回理事会 

＜以降の予定＞ 

３月       学年監査（２年） 

学年監査（１年） 

４/１４（金）令和５年度 第１回委員会 

 

Withコロナの中、6月の高校訪問がメインの活動でした。 

 

訪問人数を制限し対策を取りながら、保護者の方々に訪問の機会を提供することができました。 

1学期中に活動が集中していましたが、委員の皆様が協力してくれたおかげで、スムーズに進め

ることができました。 

 

高校訪問記は、宮内教頭先生からご提案いただき、令和4年度からPTAのホームページに掲載を

始めました。 

手探り状態でのスタートで戸惑いもありましたが、委員一丸となって作業に取り組み、ペーパー

レス化の実現、1学期中の配信を可能にすることができました。 

 

本部役員の方々にも委員会に参加いただき、相談しながら進めることができ心強かったです。 

お忙しい中活動してくださった委員の皆様、ご協力いただいた先生方、本部役員の皆様、1年間あ

りがとうございました。 
 

 

 

会員交流委員会 
２/ ３（金）大掃除 

２/１７（金）第４回委員会 

第４回理事会 

＜以降の予定＞ 

4 /  １（土）令和５年度 第１回委員会 

 

会員交流委員会の主な活動は、歓送迎会と納会と環境ボランティアでのお土産品の手配などの準備と配付です。 

歓送迎会は委員会の顔合わせをした後すぐのイベントとなる為、委員会メンバーとの結束力が高まるいい機会となりました。 

納会は今年度中止となってしまいました。 

環境ボランティアは今年度 2 回行い、1 回目は大雨で急遽中止となった為、お土産品の配付時間を早めるといった変更がありま

したが、2 回目は無事開催でき、予定通りの流れでお土産品の配付をすることが出来ました。 

反省点は、歓送迎会で流れを把握しきれていなかったことにより、当日バタバタとする面が少しありました。 

そういった急な変更などにも委員会メンバーの支えや本部の方にもご指導いただき、なんとか乗り越えることができ感謝しており

ます。1 年間ありがとうございました。 

保健文化委員会 
１２/１２（月）第４回委員会 

  ２/ ３（金）大掃除 

  ２/ ９（木）学校保健委員会 

２/１７（金）第４回理事会 

＜以降の予定＞ 

4 /１４（金）令和５年度 第１回委員会 

 

今年度は年間を通して、お手伝いが必要な行事や内容などを委員会内で共有し、集まらずに参

加者を募る形を試みました。 

予想以上に反応が良く、書面委員会のような形でスムーズに行えたのは良かったかなと思いま

す。 

 

キントーンの周知度を高める事で、お手紙の印刷、配付の作業をもう少し減らすことができる

のではと思います（学校案内等で少しスペースを設けてキントーン○○掲載中など） 

 

学校や委員会内の保護者との関わりが多少もてて、有意義な１年間でした。 

ありがとうございました。 

 



専門委員の皆さま、ご協力いただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区理事委員会 
１１/ １（月）防犯安全パトロール実施（全地区合計７２回） 

        各会員からの問い合わせ（メールワイズ）                               

～２/１８（金）（継続中） 

１１/ ９（水）第２回自転車点検 

  １/ ６（金）第３回交通安全指導（５カ所） 

２/ ３（金）大掃除 

２/１７（金）第４回理事会 

 

＜以降の予定＞ 

３/ ７（火）第３回母の会 

 ４/ １（土）令和５年度 第１回委員会 

              

大門上地区代表 曵地さん 

分からない事も沢山ありましたが、何とか無事に終えることができそうです。皆様のお力

添えのおかげです。ありがとうございました。 

大門中地区代表 永野さん 

一昨年、地区理事をやった時とは、システムもコロナ禍の生活も慣れてきて、やりやすか

った事が多かったように思います。代表の方も中地区の方も皆さん協力的で、助けて頂きま

した。ありがとうございました。 

大門下地区代表 加藤さん 

メールワイズでの報告や、kintone でのやり取りなど、慣れれば楽でしたので、継続し

ていただけると助けかります。 

本部さん方の綿密な連絡で一年間やりきる事ができました、ありがとうございました。 

大門南地区代表 近藤さん  

下校パトロールについては、地区の保護者の皆様へのパトロール時間変更の連絡が遅くな

ってしまい、生徒があまり通らない時間にパトロールを行っていた班があったことが反省点

としてあります。来年度に向けてきちんと引き継ぎしたいと思います。全体としては、委員

会の皆さんがとても協力的で助けていただいた 1 年だったと思います。 

東大門１・２丁目、美園南６丁目南部代表 葛西さん 

最初の集まりに参加できず引継ぎができなかったので、流れがわからずご迷惑をかけてし

まいました。 

ただ、皆さま良い方で助けていただきながら活動をすることができました。1 年間ありが

とうございました。 

東大門３丁目・畷、釣上新田地区代表 山下さん 

委員会の皆さんのサポートのおかげで一年間無事に活動することができました。 

ありがとうございました。 

野台・大門美園地区代表 武石さん 

はじめはきちんとできるか不安でしたが、みなさん協力があってやり遂げることができま

した。 来年度以降もお互いにうまく活動できればと思います。 

本部 
 

１２/ ５（月）第９回本部会 

１/１２（木）第１０回本部会     

１/２１（土）新入生保護者役員選出 

２/ ３（金）正副会議 

大掃除 

２/ ９（金）学校保健委員会 

２/１７（金）新本部役員顔合わせ 

第１１回本部役員会議 

第４回理事会 

 

今年も引き続きコロナ禍ではありましたが学校行事も対策を講じつつ通常どおりに再開される

中でのＰＴＡ活動となりました。 

そのため本部役員も学校行事の中には初めて経験するものがあり、その対応が心配されました

が、先生方をはじめ協力してくださる委員会の皆さまのご尽力のおかげで、大きな問題もなく終

えることができたと思います。本当に感謝いたしております。 

その行事を通して、子どもたちの活躍や努力、笑顔や成長に触れることができ、一保護者として

も感謝の 1 年となりました。 

今年度も残りわずかとなりました。微力ではありますが最後まで子供たちの応援ができるよう

に努めていきたいと思っております。1 年間本当にありがとうございました。 

 



《 各学年主任の先生方より 》 

今年度は理事会終了後に納会は開催いたしませんでした。 

例年、納会で学年主任の先生方にお話しいただいている各学年の様子を理事会の最後にお話しいただきました。 

 

【１学年主任 春日先生より】 

１年生ですが、この学校に入学した４月当初は身体つきもそうですが動きもまだまだ小学生っぽいなという

印象でしたが、良いも悪いもいろんなことをやりながら約一年間過ごしてきました。４年前の開校当時、私は

１年生の学年主任だったのですが、ちょうど 3 年経ってまた新しく１年生を迎えているところです。４年前の

時にはこの校舎ができておらず、２年生３年生は美園中学校、１年生だけ美園小学校を借りて離れ小島の分校

のような感じで過ごしていた時期が懐かしく思い出されます。その頃の１年生もそうでしたが、良い意味でい

うと非常にパワーがあっていろいろと動いて、思いついたら行動というようなところが非常に見え、そこが少

しズレてしまうとちょっとおいでとお話をするようなことにもなるのですが、その良い意味での行動力がやは

り今年の１年生にもあり、非常によくいろんなことに挑戦をしてくれています。 

しかし、どうしてもコロナの影響でいろんな行事が潰れたり、やり方が変わったりということで、今の１年

生も本来は体育祭や合唱コンクールや他の行事で、２年生３年生がすごく頑張って活躍している姿を見てそれ

を参考にじゃあ来年再来年、自分たちもというようにできるといいのですが、そのようにするのが難しい状況

です。遡ってみると、新しく美園南中学校が開校し、何もないところからのスタートなので、開校からの３年

間でいろんなことを作っていこうと始まったその３年間がコロナであまり行事などができず、今度の卒業式も

しっかりとした形ではまだできない現状です。それを考えると今の１年生が逆にこれからずっと続く１０年後

２０年後の美園南中学校の基礎を作っていかなければいけないのかなと思っています。そういう意味では非常

にパワーがあって頑張ってくれているので、この後２年生３年生になった時の２年間が楽しみだと思います。 

今年一年間は後半、１年生は大きな行事がありませんでした。ただそんな中でも普段の生活をしっかりと取

り組めました。普段の生活をしっかりと取り組めるということは来年再来年さらに期待できるのかなと思いま

す。来年は２年生で未来くるワークや自然の教室など行事がたくさんあります。ますますパワーを我々教員が

もらって、子どもたちに負けないようにあと２年間頑張っていきたいなと思っています。今年一年間ありがと

うございました。 

 

 

【２学年主任 榎本先生より】 

この学年は１年生の時から非常にエネルギーのある生徒たちが多く、よく言えば元気で逞しく、悪く言うと

うるさく、というところでコントロールが課題かなと思っていました。２年生になり、エネルギーをいい形で

生かせているような場面がたくさん見られ、本当に成長したなとしみじみ感じています。部活では３年生引退

後、２年生が中心となって頑張っていますが、新人戦の壮行会では、各部代表が意気込みや活動の様子を、書

いたものを読むのではなく、自分たちの部の頑張りたいことを心が伝わるような形で言ってくれて、本当に一

生懸命先輩たちの後を継いで頑張ってやっていこうとしているんだなという様子がうかがえて大変立派で感動

し、すごく印象に残っています。体育祭や合唱コンクールも各クラスでの話し合いの場面では、最初はなかな

かうまくいかないのですが、話し合いを重ねながら良いものを作っていく、成長していくクラスの様子は素晴

らしかったです。特に合唱コンクール、練習の最初の頃はひどかったのですが、よくここまで各クラス成長し

たな、素晴らしかったなと本当に感動しました。 
なんといっても１月に行くことができた自然の教室、本当に良かったです。これまで先輩方が行けなかった

分も含めて美園南中学校最初のスキー宿泊学習の学年となりました。男子と女子、場所が別々という形でした

が、準備から当日まで、それぞれの係の仕事も、みんなで本当に楽しい思い出を築けたと思います。久しぶり

の宿泊学習の中で見えた生徒たちの日頃は見えない面、これもすごく良くて、私は女子の方を引率させていた

だいたのですが、男子がいない中での女子のオープンさ！何人の人たちに雪玉を投げつけられたか。食事での

おかわりもすごくて、具がなく汁しかないのに汁だけでもいいですと言うほどで（笑）。いろんな面がいろんな

場面で見えて宿泊学習って良いなと思いながら３日間過ごさせていただきました。 

３年生になりましても、引き続きご協力ご支援いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

  

 

 

【３学年主任 嶋村先生より】 

 ３年生は入試直前です。来週水曜日が公立入試、金曜日が実技と面接です。金曜日が終わると楽しい土日にな

るのかなというところで、そこに向けて最後の最後まで授業を頑張っているところです。 

 一年を振り返ってですが、３年生になって修学旅行もおかげさまで行くことができました。本当に１年生２年

生といろんなものがことごとく無くなってきた学年で、舘岩も本当に直前であと何日かというところでダメにな

り、１年生の校外学習も２回３回延期して結局、川越へは行けずに２年生になってやっと鎌倉へ行ったというこ

とで、ちゃんと予定どおり行けた最初の行事が修学旅行だったというような形です。３年目でやっと行事らしい

行事が普通どおりできるようになってきました。 

 なんといってもこの３年生は入学式が式じゃなかったところからスタートしています。体育館にクラス別に離

れて集まり、全員いるのに全員顔を合わせないという入学式とは呼べないような入学式でした。入学後もしばら

くは休校で、学校が始まったかと思ったら分散登校。給食が出てきたかと思えば牛乳とおにぎりだけ。そんなス

タートでしたが、今ではおいしい給食も食べられるようになり、この 3 年間で学校生活もコロナに対してすごく

変わってきているのを間近に感じている子たちかなと思います。３年間、本当にコロナを体感し、善くなってい

くところを体感した学年かなと思います。 

 その３年生の卒業式がおそらく開校以来、一番、本来の形に近い卒業式になるのではなかろうかと思います。

来賓が来る、初めて大人の方にも地域の方にも見ていただける初めての卒業式になると思います。記念合唱の方

も歌を歌ってよいとのことで、なるべく保護者の方のほうを見て歌えるような、顔も見えるような場所でと考え

てはおります。とにかく入学式が思うようにできなかった分、感動的な卒業式を迎えさせてあげたいというのが

我々の気持ちですし、子どもたちの方も立派に良い姿を見せて卒業して行こうねという話もしていますので、是

非その辺のところを卒業式にいらっしゃる方は見ていただけるといいのかなと思っています。 

本当に保護者の方のご理解とご協力で何とか３年間乗り切ってきたと思います。黄色学年の子たちも立派に卒

業式を迎えられると思います。本当にありがとうございました。 

 

 

【特別支援学級主任 山下先生より】 

三学年が揃って２回目という今年一年間を振り返ってみて、まず、１年生は学年と一緒に 7 月に校外学習に行

きました。ただ９組として８人の１年生がいますので、交流学級に入ってという形ではなく９組でまとまって、

どこに行くかを計画して参加しました。 

２年生は未来くるワークに参加したのですが、新しい施設を開拓するというよりは最初なので校内で仕事体験

をするということで、一日目は体育館などのトイレ掃除をする等の取り組みをし、二日目は学年の人と一緒にパ

ソコンの学習ができました。 

３年生は修学旅行に一緒に行き、クラス別の時は交流学級に入って参加をしました。班別の時はやっぱり９組

として行きたい、気を遣わないでリラックスしながら参加したいという気持ちがあり、９組３人で活動しました。

それでもタクシーを利用した関係でいろんな場所へ行くことができ、思い出深いものになったのではないかと思

います。３年生は３名おりますが、進路先は、県立の特別支援学校関係に２名、就職をする生徒が１名という形

になりました。来年度は２名の３年生、８名の２年生という形でどんどん卒業生も増えていきますので、いろん

なところを新しく開拓して行くことが今後の課題になっていくのではないかと思います。 

また、特別支援学校・学級の行事として、市内のいくつかの特別支援学級が集まって開催されたビーチボール

バレー大会に参加しました。そこではたくさん試合があった中、一試合しか勝つことはできませんでしたが、普

段なかなか接することがない他の学校と楽しい交流ができたと思います。 

最近では作品展が尾間木公民館であり、搬入に教頭先生も来てくださいました。今年度はもうありませんが、

今後また、そういった特別支援学級の行事に関してアナウンスしていきますので、お時間がありましたら是非参

加をして子どもたちの頑張りを見ていただければと思います。一年間ありがとうございました。 
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