
コロナ禍の中 ゆり中スタイルが確立 

～授業参観ありがとうございました～ 

 新型コロナウイルスが感染拡大し丸2年。思い返せば2年前は、「緊急

事態宣言」による臨時休校。学校が再開されても「まん延防止等重点措

置」等が発出され教育活動は大きく制限されてきました。生徒の「健康」

と「命」を守るためのマスク着用や換気、密を避けた教育活動等、本校で

は週1回コロナ対策委員会を開き、感染状況の確認、科学的知見に基づい

た感染対策を話し合い、試行錯誤を繰り返しながら全教職員で確認しあい

歩んできました。そして何より感染、濃厚接触となった生徒、保護者の方

の「心」に寄り添い、私たち教職員にできることを関係機関とも連携しな

がら進めてきました。この間保護者の皆様には、行事の参観をはじめ来校

時の行動制限など、感染防止のためたくさんのお願いをしてきました。皆

様にご理解ご協力をいただき、電話等においても心温まる励ましの言葉を

たくさんいただきました。 

 私たち教職員、そして生徒もこの2年間のコロナの「経験」で、いかに

して安心安全な学校生活が過ごせるかを学習してきました。教室や、グラ

ンド、どの場所でどのように感染対策をするか、皆が理解しています。入

学当初、1年生の給食の様子を見に行きました。感染対策を徹底した配膳

に黙食。おそらく小学校の時から生徒たちは、コロナとともに生活してい

くスタイルが確立されていたと思われます。この2年間校区小学校ともコ

ロナ対策を共有しながら進めてきた成果であると思われます。 

 こうした「経験」や生徒の「状況」を考察していく中でコロナ禍の「ゆ

り中スタイル」＜ゆり中での安心安全な学校＞が確立されていると思い、

この度コロナ禍初の授業参観を、出席番号から3グループに分け（3時

間）実施しました。ＰＴＡの役員の方の協力のもと、たくさんの方が来校

され、感染対策やルールを守って参観していただきました。「この日を待ち

望んでいました。」「実施していただきありがとうございました。」等保護者

の皆様から温かいお言葉をいただき、今後も感染状況にもよりますが、「ゆ

り中スタイル」のもと保護者の皆様、また地域の皆様にもご来校いただ

き、生徒への応援をお願いしたいと思います。 

 職員紹介 

令和４年度ゆりのき台中学校の職員です。例年は「PTA総会」の場をお

借りして職員紹介をしていますが、今年度もそれは叶いませんでした。書

面のみの紹介となりますが、一年間どうぞよろしくお願いします。 

校長  南波 克典    教頭  奥 雅喜 

生徒指導 𣘺本 顕則（社会／野球） 生活支援 新田 雅子 

養護 中尾 和美  事務 福井 巧・盛田 麻衣子 

新学習 中島 喜代氏（国語） 主幹マネジメント 済木 隆夫（数学） 

校務 境 雅彦  指導員 出口 のり子・野田 真奈実 

自立支援員 伊東 惠美・梶田 修子 

ＳＣ（スクールカウンセラー） 阪下 裕紀 

ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー） 山本 恭子 

子どものサポーター 井本 厚子 

ＡＬＴ（英語指導助手） ジェイソン・レイクラフト 

 1年 

担任 

1組：加門 寿美代（保体／陸上） 2組：水田 岳志（保体／柔道） 

3組：出川 愛樹（音楽／吹奏楽） 4組：三澤 一輝（社会／男バスケ） 

5組：山口 真奈（美術／男バスケ）6組：稲葉 貴久（国語／剣道） 

特支ゆり②：笹崎 智子（女バレー）特支ゆり④：岸 佑真（女テニス） 

副担任 

＜学年代表＞足立 尚代（理科／剣道） 

青野 正治（数学／女バスケ）  髙橋 万貴子（英語／科学技術） 

 2年 

担任 

1組：生田 裕介（国語／女テニス）2組：三輪 有梨沙（音楽／吹奏楽） 

3組：月森 晶香（社会／男バレー）4組：藤原 拓也（保体／女テニス） 

5組：田名瀬雅史（数学／ソフト） 6組：岡田ひとみ（家庭／家庭生活） 

7組：藤田 克麻（英語／野球） 特支ゆり③：瀬川 久実（科学技術） 

副担任 

＜学年代表＞水野 拓也（数学／サッカー） 

山中 教正（国語／柔道）  友田 隆司（理科：男テニス） 

都志 輝人（英語／女バスケ） 

3年 

担任 

1組：服部 大輝（技術／サッカー）2組：石田 梨沙（数学／家庭生活） 

3組：竹内 千鶴（保体／女バレー）4組：西亀 成郎（理科／男テニス） 

≪５月の行事予定≫ 

日 曜 行 事 等 講師等 給食 

1 日    

2 月 授業参観 ノー部活デー 子サ １・２・３ 

3 火 

３年修学旅行 

憲法記念日 

 

  

4 水 みどりの日   

5 木 子どもの日   

6 金 3年実力テスト 1年転地学習説明会  １・２・３ 

7 土    

8 日    

9 月 内科健診 ノー部活デー 子サ １・２・３ 

10 火 専門委員会 内科健診 ＳＣ・子サ １・２・３ 

11 水 尿検査 ＳＳＷ １・２・３ 

12 木  子サ １・２・３ 

13 金   １・２・３ 

14 土 命を考える日   

15 日    

16 月 安全点検日 内科健診 ノー部活デー 子サ １・２・３ 

17 火  ＳＣ・ＳＳＷ・子サ １・２・３ 

18 水 生徒総会 全校集会 尿検査  １・２・３ 

19 木 内科健診 子サ １・２・３ 

20 金   １・２・３ 

21 土    

22 日    

23 月 ノー部活デー 子サ １・２・３ 

24 火 1年家庭訪問（希望制） ＳＣ・子サ １・２・３ 

25 水   3 年修学旅行（九州・長崎方面） ＳＳＷ １・２ 

26 木  子サ １・２ 

27 金   １・２ 

28 土    

29 日    

30 月 ノー部活デー 子サ １・２・３ 

31 火  ＳＣ・子サ １・２・３ 

子サ：子どものサポーター    ＳＣ：スクールカウンセラー  

ＳＳＷ：スクールソーシャルワーカー 

〔最終下校〕１８:００) 

≪６月の主な予定≫ 

２・３：1年転地学習（鉢伏高原） ６～２４：教育実習 

７：耳鼻咽喉科検診 ８：2年校外学習（京都）１４～１６：1学期期末考査 

１８・１９：三田市総体陸上 ２３・３０：眼科健診 

三田市立ゆりのき台中学校 
「命」と「心」を大切にし、「夢」を描き、輝か

しい「未来」に向け前進する生徒の育成 

わ（和・輪）のある学校 



5組：後 有香（国語／陸上）   6組：岡田 俊彦（美術／剣道） 

特支ゆり①：藤本 悠子（美術） 

副担任 

＜学年代表＞山下 武士（理科／ソフト） 

＜進路指導＞本松 岳志（数学／男バレー） 

貞廣 美穂（英語／美術）  渡邊 秀輔（社会／陸上） 

 

ある学級通信から 

各担当、学級担任、部活顧問等保護者 

の方への配布物に目を通しますが、先 

日3年生のあるクラスの学級通信に 

目が留まりました。職員室でも話題 

になったので紹介します。 

＜一部原文抜粋＞ 

 

 さて、右上の写真は、3年〇組の下駄箱にある、“すのこ”です。年度初

め、このきれいなすのこに気が付いたでしょうか。校務員の境先生が、心

を込めて手作りしてくれたものだそうです。歴代の先輩たち、これまでか

かわってきた先生方、今の生徒、先生、地域の方・・・様々な人の思いが

この学校にはあるのです。それを感じ、感謝の気持ちをもって生活し、成

長していきたいものです。 

 

担任はこの学級通信を配布し、クラスで上記の思いを話したそうです。 

そのあとクラスの生徒が、境先生を校内で見かけると「わたしたちのクラ

スの“すのこ”境先生が作ってくれたんですね、ありがとうございまし

た。」とお礼を言ったそうです。境先生は感激され私に報告をしてください

ました。 

 新しい「すのこ」に気付き、生徒たちに紹介してくれた担任。そして何

よりも新しい「すのこ」に込められた思いを受け止め、感謝の言葉を直接

境先生に伝えた生徒。素晴らしい！そして誇りに思います。 

ゆりのき台中学校の生徒は、感謝の気持ちをもって生活し、成長してい

ます。私たち教職員もゆりのき台中を支え、支援してくださっている方々

（保護者、ＰＴＡ、緑化、図書等ボランティア、地域の各種団体）の思い

をしっかり受け止め、生徒にも発信し、生徒とともに私たちも成長してい

きたいと思います。 

 行事のお知らせ 

 1年生家庭訪問 

今年度は、1年生の家庭訪問を５月24日（火）～27日（金）に実施し

ます。また、その対象も希望者されるご家庭のみといたします。ご理解ご

協力お願いします。案内、希望調査はすでに配布しております。家庭訪問

はこのような形となりますが、ゆりのき台中学校では、大切なお子様の健

やかな成長のため、ご家庭との連携をいっそう深めていきたいと考えてい

ます。不安なこと、悩んでいること、疑問に思うことなど、何でも遠慮な

くご相談ください。担任はもとより、全職員で組織的かつ丁寧に対応して

いきます。よろしくお願いします。なお、この4日間は、1～3年（3年生

は、25日から27日にかけ修学旅行）は、午前中授業で給食後、部活動、

部活動がない生徒は下校となりますのでお知りおきください。 

 

 2年生校外学習 

 

年間行事計画を先月配布しましたが、そのなかで記載できていなかったの

が2年生の校外学習です。例年、11月後半に京都にて実施していました

が、今年度は１０月31日～11月4日にトライやる・ウィークが実施さ

れる関係で例年の時期を外し検討しておりました。この度、6月8日

（水）場所は京都となりましたのでお知らせいたします。なお詳細につい

ては、後日ご案内させていただきます。 

お願い・お知らせ 

 学校への車での送迎について 

 

雨天の場合を始めいろいろな理由で、生徒の送迎を自家用車でされる保護

者の皆様へのお願いです。 道路上での乗り降りは、危険を伴うこともしば

しばです。そこで、本校では3年前より、万一の事故を防ぐため、送迎の

際はお車を中学校内に乗り入れていただきますようお願いしています。門

を入り左折ののち、自転車置き場とプールの間で、車の乗り降りをお願い

します。なお、送迎のお車が多いときは、校内での一方通行など制限を設

ける場合もあります。近隣の方からは、「ゆりのき台中学校の保護者の皆

さんの運転マナーはとてもいいですね。」とありがたいお言葉を頂戴して

います。大切な「命」を守るため、皆様のご理解ご協力をお願いします 

 

 5月の自動応答メッセージ 

ゆりのき台中学校校区４小中学校では、一昨年度から学校の電話応対で

「自動応答メッセージ」を運用しています。学校への連絡について、保護者

の皆様にはご不便をおかけしております。５月の「自動応答メッセージ」運

用時間は以下のとおりです。この時間帯に、学校にお電話をいただいた場合、

自動応答メッセージが流れ、通話をすることはできません。ご理解ご協力を

お願いします。 

＜平日＞１８：００－翌朝７：４５   ＜土日祝休日＞ 終日 

なお、本校では昨年度 3学期より、ＰＴＡのご支援のもと、欠席連絡等に

メールサービス（ミマモルメ）を活用しています。土・日・祝休日も受付

をしていますので、感染症等の連絡にもご利用いただきますようよろしく

お願いします。 

ミマモルメの連絡の受付は、欠席・遅刻日の前日１７時００分から当日 

８時１５分までとなっておりますのでご注意ください。 

 

 ゆりのき台中学校「ホームページ」 

 

「学校だより」をはじめ、「生徒指導通信」「進路通信」「保健だより」をは

じめ各種通信等を掲載しています。 

また、学校の様子や生徒の活動等発信していますのでご覧ください。 

 

＜ゆりのき台中学校ホームページＱＲコード＞ 

        

 

ゆり中マスコットキャラ 

           ゆーも     ゆーり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                


