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学校便り

令和３年１２月１日(水)

学校教育目標

と

『進んで学びあう生徒
思いやりのある生徒
たくましい生徒』
校 長（文責）野口 千津子

う か

○ご入学・進級おめでとうございます報恩謝徳
保護者の皆様、お子様の御入学・進級に
２０２１年も残すところあと１か月となりました。１２月は３年生の三者面談、２年生の修学旅行、１年
心からお祝い申し上げます。
生の福祉の学習（盲導犬）があります。
４月より着任いたしました本校校長、野
12月10日は「世界人権デー（Human
Rights Day）」です。今なお、新型コロナウイルス感染症
口
です。「今を大事に・一所懸命に」を
の感染者等に対する偏見・差別、インターネット上における誹謗中傷、いじめや虐待、外国人や障害
モットーに職員とともに全力で教育活動に
のある人などに対する偏見・差別など、様々な人権問題が存在しています。これらの問題を解決し、
国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が掲げる「誰一人取り残さない」社会を実現するために、私
たち一人一人が人権尊重の重要性を改めて認識し、人権に配慮した行動を取ることが大切です。
12月４日から１２月１０日までの1週間は「人権週間」です。私たちの意識と行動が「人権」をつくり
ます。人権について改めて考えてみる機会としていきましょう。
１１月１２日には２年生の修学旅行保護者説明会がありました。ご参加いただいた保護者の皆様、
ありがとうございました。１２月８日～１０日が修学旅行です。今回、修学旅行に行くことができるのも、
まわりの方の理解と協力があったからです。また、日々、コロナ禍でも教育活動が進められているの
も、都幾中生みんなの協力や保護者や地域の方の理解があるからです。報恩謝徳の心をもって、そ
れを行動に表していきましょう。
報恩謝徳（ほうおんしゃとく）：「感謝の気持ち、受けた恩に対して報いること、自分のできる限りのことをしようという
気持ちのこと」

福祉の学習

車椅子体験

１１月18日、1年生総合的な学習の時間に福祉の学習をしま
した。小学校4年生でも福祉を学んでいますが、中学生になり、
新たな学びがあります。社会福祉協議会の吉岡様、ボランティア
の五十嵐様、そして、古賀様、小野田様、根岸様にお世話になり
ました。前半は、福祉の学習、福祉の話と「もしこんな状況があっ
たらみんなはどう動く？」といういろいろな状況をもとに、実際に
行動をしたりして学習を進めまし
た。後半は、都幾川中の先輩の
お話を聞いたり、車椅子の体験
をしたりました。多くの学びのあっ
た総合的な学習の時間となりま
した。
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都幾中生の活躍！！敬称略
○嵐山町ソフトテニス大会
中学１年生女子の部

令和３年１２月１日(水)
１２月の予定
２日（木）１年福祉体験学習②点字学習
３日（金）PTA 総務部会・理事会

第３位 ○○・○○組

７日（火）2 年生修学旅行事前指導、

ベスト４ ○○・○○組
中学２年生男子の部
ベスト４ ○○・○○組

第２回 学校運営協議会

開催

3 年生三者面談（～1０日（金））
８日（水）2 年生修学旅行（～1０日（金））
（修学旅行の様子は新ホームページでご覧ください。）
16 日（木）専門委員会、１年福祉体験学習③盲導犬

11 月 11 日に第 2 回
学校運営協議会を開催し

22 日（水）期末短縮、給食最終日
23 日（木）期末短縮

しました。授業参観と協議
を行いました。コロナ禍で

24 日（金）終業式、３年生記録通知書配布

もできる教育活動に今後も取り組んでいくことを話

12 月 25 日（土）～1 月 10 日（月）冬休み

題として終了しました。次回は 2 月 4 日 9：30～の
予定です。

３年生

食育の授業

11 月 15 日に３年生の学級活動「食育」の授業
として、給食センター栄養技師の豆田様に食の
大切さ、給食についてお話を
していただきました。これか
ら受験を迎える３年生にとっ
て、食も大切であることを実
感することができました。

学校保健委員会

特別授業

その２

１１月１日、２年生対象に 数学のお兄さんに第２
回数学の特別授業をしていた
だきました。今回はグラフをつ
くったりかいたりしました。普段
の授業とは違った視点での数
学の学習は、学び方や考え方
を広げ、深めてくれます。次回、３学期の予定です。

学びを楽しむ
実施

11 月 15 日に都幾川中学校学校保健委員会を
行いました。コロナ禍なので、
学校の教職員と栄養技師の
豆田様を交えて実施しました。
都幾中生の健康と体力、今後

前回の問題は地域の方からも解答をいただきま
した。地域回覧で学校便りをご覧になり、問題に挑
戦してくださっているとのことでした。ありがとうござ
います。
今回の問題です。１から９までの数を１つずつ使
って、どの正方形（６つの正方形）も４すみの□の
和が２０になるように□に数を入れてください。

について話題としました。

３年生 卒業証書

数学のお兄さん

紙漉き体験

11 月１８日に 3 年生が自分
の卒業証書を作るために紙漉き
を行いました。今年も谷野裕子様
に指導いただきました。

３年生 消費者教育の授業
３年生の社会の授業でよりよい消費者となるべ
く、消費者教育を学んでいます。
１１月１８日には、授業の様子を
消費者教育支援センター客員
研究員 横山和子様に見てい
ただきました。

（ヒント 裏面にあります）
解答を校長室でお待ちしています。
QR コードを読み取ってください。
都幾川中ホームページ →→→
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令和３年１２月１日(水)

特集
地域の担い手となり、地域で活躍できる人材に！
「待つ」「守られる」人 から「動く」「守る」人へ
防災学習に力を入れている都幾川中学校です。2 学期には、２年生家庭科「防災について」（１０月６日）、１年
生学級活動「災害シミュレーション」（１０月４日）、全校で避難所運営体験と炊き出し訓練（１１月６日）を行いま
した。
ここでは、その防災学習の様子を紹介します。
１2 年生家庭科「防災について」（１０月６日実施）
防災士の資格を持つ甲山由美子様を講師として
防災学習を行いました。動画や具体的なものをもとに
わかりやすくお話をしていただきました。

避難所運営体験と炊き出し訓練（１１月６日実施）
昨年も１１月に実施した避難所運営体験と炊き出
し訓練を今年も実施しました。ときがわ町総務課の福
田様と笠原様にご指導をいただきました。また、おやじ
の会の協力のもと、炊き出し訓練を実施しました。
２年目となり、都幾中生がスムーズに活動し、上級
生が下級生に教えている姿がたくさん見られました。
【活動内容】
（１）避難所運営体験
①～⑥の中で２つの活動を各自が行いました。
（２）炊き出し訓練
自分の用意してある非常持ち出し袋の中の食材を
昼食としました。
生徒の活動報告と感想を紹介します。

１1 年生学級活動「災害シミュレーション」
（１０月４日実施）
赤十字の資料「まもるいのち ひろめるぼうさい」
を使って、災害シミュレーションを行いました。短い時
間で持ち物を用意すること、優先順位をつけて持って
行くように計画することがたいへんだと実感できまし
た。また日頃からの備えが必要であること、家の方と
話し合いをしておくことが大切であることを学習しまし
た。

①【避難所教室担当】
避難所では体の不自由な人も
来る場合もあるので、車椅子を体
験し、その人をベッドに寝かせる
ところまでやりました。ベッドの組
立もやりました。（１年）
②【通信及び発電機体験】
通信は遠いところにいても会話
ができ、とても便利でした。発電
機体験では１から全てやり、発電
することができました。この体験
は災害のときに欠かせないと思いました。（１年）
③【携帯トイレ設置、体験】
下級生と 2 人一組で組んで
携帯トイレの設置を行いました。
方法は便器に袋を設置して、
（実際に使用したと仮定して）
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水を入れて、凝固剤を入れ固め、その後袋を縛って燃
えるゴミとして捨てます。（３年）
④【避難所受付等】
受付と避難者に分かれて
訓練を行いました。受付側が
行った工夫として、鉛筆を使
用したら 1 本 1 本消毒しま
す。受付とわかるように青いゼッケンをつけました。多
くの人で混んでしまっていました。間隔を空けることが
大切。（３年）

令和３年１２月１日(水)
避難所はとても大変だとわかりました。ペットを連
れている人に丁寧に説明してもわかってもらえない人
もいると思いました。他にも怪我をしている人が来た
ときもたいへんだと思いました。車椅子が必要かとか
高齢の方が来たときの対応も考えなくてはならないこ
とがわかりました。（2 年）
今回の訓練を通して、災害時にいかにして自分の
身を守るのか再確認できました。災害が起きたらパニ
ック状態になってしまい、平常心ではいられません。日
頃からこのような訓練を行うことで、少しでも冷静な

避難してくる人たちの名前やその時の体調を書い
てもらったり検温をしてもらったり、ペットをつれている

判断ができると思うので、これからも積極的に取り組
みたいです。（2 年）

人にまずどんな乗り物で来たのかを聞いて別室で避
難するのかを聞いたりすることをやりました。（２年）

初めての防災学習で、わからないで困った場合

⑤【プライベートルーム組立】
プライベートルームの組立
は、段ボールベッドの組立より

も多かったですが、先輩方の声かけや友達と協力し
て、とても有意義な活動にすることができたのでよか
ったです。これから大きい災害がきたときに、僕は山の
方にすんでいるので避難することがあるかもしれませ

も難しかったです。だからこそ
災害時に組み立て方を知って
いる私たちが率先して行動しなければならないと思い
ました。更衣室や寝る場所にもなり、とても万能です。

ん。そんなときに、自分の命、家族の命も考えながら、
今日教わったことを生かし、困っている人を助けられ
る人間になりたいです。また、支援者となるためには、
思いやりの心を持つのが一番です。災害時でみんな

（３年）

が困っていたときには、冷静に正しい判断をとれるよ
うにもなりたいです。（1 年）

⑥【段ボールベッド組立】
段ボールベッドを組み立て
るとき、簡単な分、早くたくさん
組み立てられれば避難してき
た人が多くても大丈夫だと思
いました。ベッドのまわりも段
ボールで囲まれているから壁向きに置けばプライベー
トゾーンになることがわかったし、北向きとか気にする
人もいると思うから、位置や向きも考えていきたい。
（３年）

感想
私は今回の防災訓練では、携帯トイレの設置体
験と避難所受付等を体験しました。避難所受付で 3
年生は 2 回とも避難をしてきた人の役をしたのです
が、わざと密になってみたりしても何も言われなかっ
たなと思いました。いつか災害が起きたときは、ちゃん
とした対応ができるようにしたいです。（3 年）

【学びを楽しむ ヒント】解答は複数ありますが、真
ん中の□に入る数は、１とおりです。真ん中に入る
数から考えて、解答を求めてください。

都幾中プライド 挨拶・返事・清掃・読書

