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一歩一歩、春の訪れを感じるようになってまいりましたが、保護者、地域の皆
様におかれましてはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
この２月に大変印象深いお話と出来事がふたつありました。ひとつは、ＰＴＡ
連合会主催の講演会が三根小学校において行われ、八丈小島で教鞭をとられて現
在日本児童文芸家協会顧問、日本児童ペンクラブ顧問をされている漆原智良先生
のご講演です。八丈小島でのご経験を交えながら、心のやさしさ、心のゆたかさ、
心のたくましさという「三さの心」の大切さを説かれことや、
「言葉は命であり、
言葉は道であり、言葉は光である」という頂いた資料に記された言葉を深く心に
刻むことができました。
もうひとつの出来事は、日本の学校教育の歴史とともに歩んできた末吉小学校
の閉校式とお別れ会です。末吉小学校の１４名の児童で創りあげてきた「ありが
とう」の歌声。正に子どもたちの心が歌声となって会場一杯に響く合唱でした。
末吉小学校を卒業した本校の生徒たちもご招待をいただき、ステージで児童とと
もにソーラン節を踊り、和やかなひと時を創り出してくれました。本校の生徒が
お世話になりましたこと、改めてお礼を申し上げます。
さて、先日、本校の学校評価委員会を開催しましたところ、地域の民生児童委
員、青少年委員、駐在所の警察官、保護者の皆様そして小学校の校長先生にご出
席いただきました。
本校の一年間の教育活動に対して概ね肯定的な評価をいただきましたが、学校
に対する要望や期待として受け止めなければならないこともありました。学習の
ことについては、「生徒の意欲を高めるための授業の工夫」、生活面においては、
「悩みをもっている生徒に対する丁寧な相談」、
「挨拶の向上」についてです。
「ど
うしたら子どものやる気を高められるのか」、「生徒と先生との日頃の信頼関係を
維持しながら子どもたちにより一層目を向けてほしい」、「生徒によって挨拶の状
況が異なる」等の保護者や地域の皆様からご意見をいただいたことを課題として
捉え、来年度の指導を充実させてまいりたいと考えます。また、学校評価委員会
は、何よりも地域や保護者の皆様と率直な意見交換ができた貴重な場であったと
考えています。評価委員の皆様のご協力に感謝申し上げます。
なお、関係者の皆様よりいただいたご意見は、学校のホームページにも後日掲
載しますのでご覧ください。
最後になりますが、本校のサイエンス部が全国子ども科学映像祭において、
「壁
を登る動物の研究Ⅱ くっつくけどもはがれやすい粘着の秘密を探る」の作品が
文部科学大臣賞を、
「あなたはプリントをとるのが得意ですか？不得意ですか？」
の作品が特別賞をいただきました。
前回の日本学生科学賞に引き続き朗報が入りましたのでお知らせいたします。
また、３月３日（日）に学習発表会を予定しています。一年間の学習活動の締め
くくりとなる行事です。どうか生徒たちの日頃の学習成果をご覧いただきますと
ともに、今後とも皆様のご支援をお願い申し上げます。
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＜計算コンテスト＞

１月２６日(木)
基礎計算力を向上させることをねらいと
して、昨年度に引き続き計算コンテストが
実施されました。全学年共通問題を３０題、
学年別の問題を２０題、合計５０題を出題
しました。この取り組みは、３学期のスタ
ートと同時に、練習問題に毎日取り組み、
コンテストに向けての計算練習を重ねてか
ら実施しました。
結果は、満点賞８人、優秀賞（９５点以
上）５人と生徒の半数近くが高得点をあげ
ることができました。今回満足のいく結果
が残せた人は今後の自信につなげ、そうで
【緊張しながら開始を待つ生徒】
なかった人は、自分の弱
点が見えてきたようで
出題範囲
す。再テストや復習等を 全学年共通：正負の数・１次式の計算
することで、確実に自分 １ 学 年：等式の性質・１次方程式
の力に変えてほしいと思 ２ 学 年：乗除の混じった計算・連立方程式
います。数学は積み重ね ３ 学 年：因数分解・平方根・２次方程式
の教科です。
毎日コツコツと取り組
むことが、基礎学力定着への最大の近道となります。頑張りましょう。

＜体力向上革命＞

１月２８日(月)～２月４日（月）
衛生委員会の活動の一環で、１月は「体力向上革命」の取り組みを行いました。
この活動は体力向上を目的に、寒い時期だけど校庭に出て、みんなで楽しく体を
動かそうというものです。昼休みに多くの生徒が校庭に出ておもいっきり体を動
かしていました。
〔写真以外にも｢しっぽとり｣｢こおり鬼｣という遊びもしました。〕

【ころがしドッジ】

【だるまさんがころんだ】

【ごろごろドカン】

＜三原中学校の教育目標＞
＜教育目標＞
人間尊重の精神を基調とし、豊かな社会の形成に貢献できる人間を育成する。
○やさしい人
○たくましい人
○よく学ぶ人
＜校
訓＞
紳士たれ・淑女たれ
三原中学校ホームページ

http://www.hachijomachi-tky.ed.jp/miharachu/
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＜新入生説明会＞

２月６日(水)
２月５日(火)に新入生保護者説明会、２月
６日(水)に新入生説明会を実施いたしまし
た。新入生説明会では、三原小・末吉小６
年生児童に中学校生活の一部を見学したり、
体験してもらいました。全学年の授業参観
後に数学の模擬授業を体験しました。緊張
しながらも全員一生懸命課題に取り組んで
いました。その後、生徒会役員による学校
紹介をスライドや冊子を使いながら行いま
した。生徒会役員は新入生に、少しでも入
学への不安をなくし安心して登校できるよ
うにと一生懸命に説明していました。
【スライドを使った学校案内】
本校生徒と教師一同、新入生の入学を心よりお待ちしております。

＜こども科学映像祭

２つの賞を受賞＞
２月９日(土)
第１１回全国こども科学映像祭〔主催：(財)日本視聴覚教育協会など〕におい
て、サイエンス部の「壁を登る動物の研究Ⅱくっつくけどもはがれやすい粘着の
秘密を探る」が文部科学大臣賞(最優秀賞)、「あなたはプリントをとるのが得意
ですか？苦手ですか？」が特別賞に選ばれました。文部科学大臣賞は昨年度に続
き２年連続で受賞しました。１２月に全国学生科学賞「科学技術政策担当大臣賞」
受賞に続く快挙です。受賞作品は、３月３日（日）に本校で行われる学習発表会
の展示場所（体育館）で映像を視聴できるようにしますので、ぜひご覧ください。
＜作品展示会のお知らせ＞
第６２回東京都公立学校美術展覧会が、２月９日（土）～１４日（木）まで東
京都美術館で開催されました。この展覧会には本校からは美術科と技術科から作
品を出品しました。今回、この展覧会に出品した八丈町と青ヶ島村の小・中学校
の作品を八丈支庁で展示
することとなりました。 ○展示会場 八丈支庁 ３階 小会議室
ぜひ皆さんお誘い合わせ ○展示期間 平成２５年２月２1日（木）～３月１日（金）
＊土・日を除く平日
のうえ、ご来場ください。
○時

＊本校生徒作品は、2月28日(木)に搬出します
間 午前８時３０分～午後５時

《本校からの出品者》
１年 沖山 陸(美術) 浅沼 ルミ(美術)
２年 沖山 慎太郎(美術) 佐々木 南(美術)
３年 笹本 大心(美術) 山下 栄太(美術) 沖山 玲未(美術) 菊池 海南子(美術)
佐々木 りこ(美術) 一之木 喜在(技術) 内田 雄大(技術) 沖山 来歌(技術)
河野 美海(技術)
いじめに限らず、お子さまについての相談には、様々な窓口があります。
○八丈町教育相談室
０４９９６－２－０５９１
○東京都いじめ相談ホットライン
０３－５３３１－８２８８
○東京都教育相談センター
０３－３３６０－８００８
○東京都児童相談センター
０３－３２０２－４１５２
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３月の主な行事予定
日

月

火

水

木

金

土

2/24

2/25
学年末考査

2/26
学年末考査

2/27
三原小研究
発表会

2/28
都立発表
手続き

1
学習発表
会ﾘﾊｰｻﾙ

２
学習発表
会前日準
備

３
学習発表会

４
振替休業日

５
振替休業日

６
職員会議
安全指導
SC 勤務日

７
避難訓練

８
卒業遠足

９
野球･ﾊﾞﾚｰ
･ﾊﾞｽｹ部
引退試合

１２

１３
卒業式予行
職員会議

１４

１５

１６

１９

２０
春分の日

２１
1･ 2 年 保
護者会

２２

２３

２７

２８

２９

３０

１０

１１
朝のつどい
３年生を送
る会

１７

２４

１８
卒業式
準備

卒業式

２５
大 掃 除
修 了 式
離 任 式

２６
春季休業日
(始)

専門委員会

SC 勤務日

※ SC 勤務日…スクールカウンセラーの出勤日

新人戦の結果
サッカー部
三原中・大中

１－４

富士中

応援ありがとうございました

芝生ボランティアのお知らせ
今年度最後の芝生養生作業を３月９日(土)午前８時～午前９時まで実施します。ご
協力、お願いいたします。

学習発表会のご案内
１年間の学習成果を発表・展示する学習発表会を、以下のとおり、行います。保護者、
地域の皆様のご参観をお待ちしております。
３月３日(日) 舞台発表 午前９時００分～午後０時２０分
作品展示 午前９時００分～午後 ３時

体育館使用停止のお知らせ
以下の期間、学校行事のため夜間体育館開放を停止いたします。利用者の皆様にはご
迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
２月２６日(火)～３月 ２日(土)
３月１３日(水)～３月１９日(火)
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