
 

 

 

 

 

 

 

未来に向けて学びを創る学校 生徒・教師の対話がこだまする学校 

－ジグソーパズルからブロックパズルの学びへ― 

    校長 細見博文 
 

ふるさと”丹波篠山”に吹く風が暖かな春をもたらし、新学期がスタートしました。 
さて、人類が英知を結集しても、いまだにその本当の姿を解明できない新型コロナウイルスの感染拡

大をはじめ、近年、自然災害や健康安全に関する世界的な問題が起こり、命を大切にして生き抜くこと
や、他者と知恵を寄せ合い、未知なる物事の最善解を生み出すことが大切になってきています。 
また、これからの社会はＡＩによる職業構造の変化や新産業の創出が進み、板挟みや想定外の出来事

を対話により調整するなど、ＡＩにはできない人間としての強みが必要とされる社会になると言われ、
そうした社会を見越して「主体的・対話的で深い学び」を中心とする学習指導要領が来年度から全面実
施となります。 
これからの学びは、ジグソーパズルからブロックパズルへと変化していきます。ジグソーパズルは、

ピースも完成図も示され、正しいピースを速く見つけられる力や、パズルを速く完成させられる力が、
最優先されます。一方、ブロックパズルは、様々なブロックを使い、組み立て方次第で無数の形を作り
上げ、目指すべき形を自分で考える力や、様々な考え方を収集し共通項を見つけ出す力が必要になりま
す。 
篠山中学生は、郷土の伝統の中から生み出された「失敗を恐れず挑戦する勇気」をもっています。こ

のことを基盤として、生徒同士が最善解を探し続ける対話、教師が授業・教育相談で生徒を支援する対
話の量と質の向上を図り、生徒が将来や社会の糸口をつかむ学校づくりを進めていきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※スマートフォン、タブレットでＱＲコードをかざすと、篠山中学校ホームページにアクセスします。 

 明るく楽しく厳しく 
丹波篠山市立篠山中学校 学校だより 第１号 

令和２年 4月６日 
丹波篠山市立篠山中学校 

  丹波篠山市東沢田２２４  
℡079-５５２-１１５５ 

［学校教育目標］基礎力・思考力・実践力をもち、支え合い躍動して学び続ける生徒の育成  

［めざす学校像］未来に向けて学びを創る学校 生徒・教師の対話がこだまする学校 
         さわやかな学舎 ささえあう仲間 やくどうする授業 まごころあふれる集団  

さわやかな学舎  
安全安心な環境づくり 

時間厳守や体幹保持など”きびきびした生
活”、環境美化など”すがすがしい学舎”、場
に応じた挨拶や敬意など“さわやかな仲間”
を中心に安全安心な環境をつくります。新型
コロナウイルス対応をはじめ、関係機関と連
携した健康教育、安全・防災教育、情報モラ
ル教育を実施します。 

 

ささえ合う仲間  
将来や社会の糸口をつかむ仲間づくり 

話し合い合意して課題解決することなど将
来や社会の糸口をつかむため、生徒会・教科
係・部活動で生活を生徒にマネジメントさせ
ていきます。学年担任制を取り入れ、道徳の
授業をローテーションで行うとともに、いじ
め等は、複数の目で点検をし、小さな変化を
見逃さないようにします。 

 

やくどうする授業  
主体的・対話的で深く学ぶ授業づくり 

未来社会で必要とされる三つの力、①現実世
界を意味づけできる感性（予習）、②板挟み
や想定外を調整する力（対話・思考）、③責
任をもって遂行する力（振り返り・実践）を
盛り込んだ授業を進めます。また、ユニバー
サルデザインや合理的配慮を充実し、個に応
じ個がいきる授業を進めます。 

まごころあふれる集団  
生徒と大人が真摯に向き合う集団づくり 

学校の主人公代表である生徒会と、保護者、
地域の方々、教職員からなる学校運営協議会
が学校づくりについて協議し、夢を育む講
演、やりがいのある地域貢献、やすらぎのあ
る環境づくりを進めます。教育は”今日行く
“を基盤に、保護者・地域住民のつぶやきに
敏感に気づき、複数で即時即日対話し、課題
と改善の方向性を共有します。 

指導の重点 ”ささやま” 



授業・学校行事の充実に向けて 

本校では、令和３年度からの学習指導要領全面実施に向け、授業や教育活動の改善を進めてきました。

授業においては、予習を通して授業に見通しを持たせ、対話を通して思考を深める「篠山中学校授業スタ

ンダード」を全教科で実施します。また、学校行事においては、①授業の集大成としての成果発表の場、

②学級全体で生徒が主体的に創造できる場、③心身ともゆとりのある中での安全安心に取り組める場の

３つの視点で見直し、体育祭や文化祭は、授業で学んだ内容を総括して発表する変更を行います。 

特に、今年度は、コロナウイルス拡大防止に伴う休校により削減された授業時数を確保するため、授業

や学校行事の効率化を進めますのでご理解いただきますようにお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ささえあう力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 家庭学習の日及び部活動休養日 
長時間にわたる運動を生徒に強制すること

は、バランスのとれた生活やスポーツ障害を予
防する観点から改善を図る必要があります。文
部科学省、兵庫県の部活動ガイドラインを踏ま
え、木曜日に加えて土・日曜日のいずれか一日
を部活動休養日とします。また、木曜日は教職
員も笑顔で元気に生徒と向き合う観点から定
時退勤日としていますので、ご理解いただきま
すようお願いします。 

４月・５月の主な学校行事 4 月 6 日現在です。変更の可能性があります。 
【４月】 
７日(火) 対面式 1学期始業式  
８日(水) 新入生事前登校 入学式準備 
     ２・３年給食開始 
９日(木) 第７１回入学式 

１０日(金) ２・３年生身体測定 
      １年 生徒会説明会 
      ＰＴＡ学級役員選出 
１３日(月) １年給食開始・身体測定 

自転車点検・交通安全教室 
校外生徒会 

１４日(火) 生徒会専門委員会 
１５日(水) 避難訓練 
１６日(木) 家庭訪問 課題実力テスト２教科 
１７日(金) 家庭訪問 課題実力テスト１教科 
      ＰＴＡ委員総会 
２１日(火) 家庭訪問 課題実力テスト１教科 
２２日(水) 家庭訪問 実力テスト１教科 
２３日(木) 生徒会中央委員会 
２４日(金) ３年内科検診 
３０日(金) １年心電図検査 生徒総会 
※家庭訪問は、１年生全家庭、２・３年生は 
希望制です。また、授業時数確保のため、 
４月の課題実力テストに限り、家庭訪問期   ※コロナウイルスの対応により、予定を変更 
間中の午後に分散して行います。        する場合はホームページでお知らせします。 

       

【５月】 
１４日(木) 中間テスト 
１５日(金) 中間テスト  
１９日(火) 市学力調査 
２０日(水) 小中連絡会 
２２日(金) 内科検診２年 
２５日(月) 眼科検診１年 
２７日(水) 内科検診１年 
２９日(金) 眼科検診２年 
 ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰささまめちゃん 

 

篠山中学校 授業スタンダード  

さきよみする感性 
１ 授業をつかむ【ハッキリ！目標・見通し】 

・予習により学ぶ内容・方法を明確にします。 

・授業の導入では、目標と授業の流れを明示します。 

２ 挑戦する【シッカリ！ 基礎・基本】 

・考えたことを教科の用語を使い書いたりまとめた

りします 

ささえあう力 
３ 交流し、深める【ミッチリ！思考・対話】 

・意見交流をして、多様な考えから共通点や相違点を

見つけ、新たな考えをつくります。 

やりぬく力・まとめる力 
４ 振り返る【バッチリ！ 振り返り実践】 

・集団で学んだことを修正・改善して、今後活用でき

ることなど明確にします。 

令和 2 年 11 月 11 日、兵庫県中学校英語教育研
究大会が予定されており、各学年１クラスが全
県の英語教員の前で授業を公開します。 



『新型コロナ感染症対策について』 4 月 6 日現在です。変更の可能性があります 
丹波篠山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、丹波篠山市は感染未確認地域であるこ

とから、学校を再開することとなりました。その際、換気の徹底、近距離での会話や発声等の際のマスク
の使用の留意事項が指示されました。また、丹波篠山市教育委員会から１学期の校外行事等の自粛また
は延期が通知されました。これらのことを踏まえ、本校では以下の対策をとります。 
 

１ 学校生活 

(1)健康観察について 

〇体温カードの活用。朝、家で検温し体温カードに記入し提出する。 

〇体調が悪かったり微熱があったりする場合は、登校を控える。 

風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が 4 日以上続く場合、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）

がある場合、医療機関で新型コロナウイルスに感染していると診断された場合は出席停止とします。 

〇熱っぽい生徒、発熱があったのに登校した生徒、カードを忘れた生徒は教室で検温する。   

発熱及び咳、倦怠感など風邪症状があれば早退する。 

(2)手洗いについて 

○給食前等、必ずアルボース石けんでの手洗いをする。 

(3)換気について 

○休み時間毎に換気を行う。（窓とドアの開放） 

○授業中、対角線上に窓を数㎝開けて常に換気する。（気温が低いときは配慮） 

(4)咳エチケット 

○咳が出ている場合は、マスクをする。 

（マスクが不足している状況を鑑み、ハンカチとキッチンペーパーでつくる代替マスクの作成

方法を指導する。） 

〇近距離での会話や発声等を伴う授業・行事や、始業式・入学式など人が密集する行事、給食の

配膳時は必ずマスクを使用する。給食は班形態ではなく教室で前を向いて食べる。 
  

２ 学習指導 

〇１年生は、小学校６年生休校時の授業への対応についてプリントにまとめて配付します。 

〇２・３年生は、年度初めの教科のガイダンスで履修状況の確認と１年間の授業の進め方を説明

します。 
 
３ 学校行事等 

(1) 入学式 来賓は丹波篠山市教育委員会のみ・在校生は代表のみ出席。（２・３年生は学活） 

(2)校外学習等の１学期自粛または中止 

〇修学旅行（８月末で調整中） 

〇トライやる・ウィーク（期日未定延期）  

〇中学校での高等学校説明会（中止、オープンハイスクールに参加する）  

(3)参観日・PTA総会中止 

２５日（土）を週休日、２７日（月）を授業日にもどし、参観日中止。PTA 総会は中止とし、

17 日（金）の PTA 委員総会のみランチルームで行い、総会内容は紙面配付 
 
４ 部活動 

４・５月は対外試合自粛。自校での活動のみとし、土日どちらか休み、３時間以内の活動としま

す。（合同チームは合同チームのいずれかの学校での活動を認める。） 

 

 

 

 

参考 集団（クラスター）発生のリスクを下げる３原則 
密閉空間(むんむん)、密集空間(ぎゅうぎゅう)、密接場面(がやがや)の３つの「密」を避ける 
(1)換気を励行する：窓のある環境では、可能であれば２方向の窓を同時にあけ、換気を励行する。 
(2)人の密度を下げる：人が多く集まる場合には、会場の広さを確保し、お互いの距離を１～２メート

ル程度あけるなどして人の密度を減らす。 
(3)近距離での会話や発声、高唱を避ける：周囲の人が近距離で発声する場を避ける。やむを得ず近距
離での会話が必要な場合は、自らの飛沫を飛ばさないよう咳エチケットの要領でマスクを着用する。 



令和２年度教職員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

教育相談について 
多様な生徒の悩みに応えるため、学級担任を中心に学年教員全員で教育相談を行います。保護者の相

談については、学級担任を原則としつつ、教育相談担当を設けています。また、学校以外の相談機関もあ
りますので紹介します。（℡５５２-１１５５） 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野球  
 

ソフトボール  

男子バレーボール   
 

女子バレーボール  

男子バスケット  
 

女子バスケット  

男子ソフトテニス  
 

女子ソフトテニス  

男子卓球  
 

女子卓球  

陸上競技   

剣道   

サッカー   

吹奏楽   

美術   

家庭   

ホッケー   

個人情報保護のためＨＰ上では非公開とし
ます。 

 
 

【部活動顧問】 

部活動の指導について  
生徒数の減少に伴い、通常学級２学

級、特別支援学級１学級が減となり、教
職員が４名減となりました。そのため、
部活動の顧問については、１部活２名
体制をとることができなくなりました
ので、副顧問として複数の部活をかけ
もちする教員がおりますことをご理解
いただきますようよろしくお願いしま
す。 

 
 

 

【相談機関等】 
〇丹波篠山市教育支援センター   ０１２０－７１１－３３８      〇ひょうごっこ SNS 相談窓口 

〇川西こども家庭センター丹波分室   ０７９５－７３－３８６６ 

〇ひょうごっ子悩み相談センター    ０１２０－０－７８３１０ 

〇ひょうごっ子悩み相談室（分室）   ０７９－５５２－６０５９ 

〇ひょうごっ子｢ネットいじめ情報｣相談 ０６－４８６８－３３９５ 

〇ひょうごっ子いじめ相談２４時間ホットライン  

               9:00～21:00 ０１２０－７８３－１１１ 

21:00～翌 9:00 ０７９５－４２－６５５９ 

〇丹波篠山市保健福祉部福祉総務課家庭児童相談室  

０７９－５５２－７１０１ 
 


