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初夏の風もさわやかな頃となりました。保護者、地域の皆様には健やかにお過
ごしのことと存じます。
始業式、入学式からこれまでの間、本校ではふたつの大きな行事がありました。
そのひとつは３年生の修学旅行です。ふたりの３年生と家族的な雰囲気の修学旅
行は私にとって始めての経験であり、生徒の個性や成長を改めて感じさせてくれ
ました。
もうひとつの行事は、恒例となっている１・２年生による遠足（乙千代ヶ浜で
の調理活動）です。事後の２年生の作文には「自信がついた」、
「達成感がもてた」、
「班長としての決断が大切だ」、「去年の失敗を生かせた」などの言葉が表現され
ています。どの作文にも２年生という立場になっての感想が書かれており、ひと
つ学年があがるということが、これほどまでに人の内面を成長させてくれるもの
だと感心しました。
さて、６月４日に本校の開校記念日を迎えます。昭和２２年の開校以来今年で
満６７歳となります。卒業生も昨年度で２,９１９名となりました。開校当時のこ
とは、以前の学校だよりで掲載しましたので、今回は「校章」へ込められた願い
をご紹介したいと思います。
三原中学校の校章は、昭和２２年に生徒から公募し、
その中から選定して校章を決定した。デザインは、当
時３年生の菊池 淨君による草案である。
学舎のシンボルであるペンを２枚重ねて、学問の重
要性を論じている。月桂樹の葉が左右合わせて８枚、
これは未来永劫を表している。真ん中に三原中の文字
を据えて、その上に荘厳なる三原山を崇高し、偉大なる自然のなかで自ら考
え進んで学び、豊かな心と強靭な身体を育む。そして、細い円は生徒が友情、
協調、団結を深め、紳士・淑女に成長することを示している。太い円は、学
校、家庭、地域が一体となり、生徒一人一人を心温かく支援し、個性豊かで
たくましく生きる人間を育成する教育に徹することを象徴している。
菊池 淨さんは、町の教育長として三原中学校の５０周年記念式典の祝辞の中
で、「学ぶ楽しみを味わい、知的好奇心を自らのものにしてほしい。後では間に
合わないこともある。時代は果てしない情報の海になる。自分探しの旅に船出し
よう。」と述べられています。現在も樫立にお住まいですので、改めて本校生徒
に「広がる知識（情報）の海の中で、人がもっている感覚をフルに使い、周囲の
人を深く理解しながら生きていってほしい」というメッセージをお寄せいただき
ました。
それぞれの学校には歴史があり、開校時の学校への思いが込められています。
生徒の皆さん、今改めて当時の方々が未来に託したメッセージを全身で感じとっ
てみましょう。
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＜修学旅行＞

３学年主任

川口

美保

今年の３年生は在籍２名です。
引率教員３名を含め総勢５名、
４月２３日(水)から２７日(日)
まで修学旅行に行ってきました。
人数は少ないけれど、東京、奈
良、広島、京都と内容のぎっし
り詰まった修学旅行でした。
出発の朝の天候は雨。まさか
の霧模様でしたが飛行機は無事
到着し、大賀郷中学校の３年生
と同じ１便にて元気に出発しま
した。羽田に着くと天気は暑い
くらいの快晴でした。これぞ求
めていた天気！！と、気合いを入れ直し、最初の見学場所「江戸東京博物館」に
行きました。全員で見学したあとは班行動です。事前学習をしっかり行い、自分
たちで見学場所、ルートを決めた班行動。迷ってしまい見学できなかった場所も
ありましたが、その時にできる最適な方法をとり、しっかり集合時間に戻ること
ができました。
２日目の朝、新幹線で奈良へ向かいました。ガイドさんに案内してもらった法
隆寺では、世界遺産の圧倒的な存在感と歴史を間近で感じることができました。
多くの修学旅行生も見学していて、二人はその人数にもびっくりしたようです。
それほど貴重な価値のある建築物であることを知りました。昼食のあとは個別行
動です。奈良公園内を個別で行動する、修学旅行ではあまりみられない計画です。
見学したい場所をそれぞれに決めて、計画を立てました。予想以上に鹿たちが多
かったため時間をとられてしまい、たどりつけない場所もありましたが、時間を
守って行動できました。
３日目は広島です。｢原爆の子の像｣の前で、平和祈念セレモニーを行いました。
二人で折った千羽鶴の寄贈のあと、平和への祈りとしてそれぞれが思いを発表し、
最後は「HEIWAの鐘」を合唱しました。セレモニーのあと、実際に原爆を体験さ
れた「原廣司さん」のお話を聞きました。短い時間でしたが、「平和のバトンタ
ッチ」をしていかなければならないというお話に、これから自分たちがやらなけ
ればならないことを強く感じたようです。平和記念資料館を見学してさらに思い
を深め、平和祈念を胸に宮島へと向かいました。
４日目は京都での一日班行動です。タクシーを使わず、バスや自分達の足で歩
く計画を立てました。京都のバスはたくさん本数が出ていて便利なのですが、乗
りこなすのはとても大変です。綿密な計画を立てていたので、大きなトラブルも
なく目的の見学場所は全てまわることができました。時間を有効に使って見学場
所をまわり、新幹線で東京へ戻って、翌日元気に八丈島へ帰ってきました。
＜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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４泊５日の修学旅行を全て二人で乗り切りました。班行動といっても相談する
相手は一人しかいません。何度か団体からはぐれた修学旅行生に間違われたよう
です。広島で寄贈した千羽鶴も自分たちで千羽折ると決めました。当日だけでは
なく、事前学習、事後学習と全て二人で分担です。負担になることもありますが、
その分勉強になることを知っている二人なので、この修学旅行を終えて大きく成
長してくれました。この貴重な経験を今後に生かし、残りの中学校生活でのさら
なる成長を期待したいと思います。
《修学旅行の主な行程》
4/23(水)
4/24(木)
4/25(金)
4/26(土)
4/27(日)

八丈空港 → 東京班行動 → 浅草・上野方面 → 宿舎
東京駅 → 近鉄奈良駅 → 法隆寺 → 奈良公園 → 宿舎
京都駅 → 広島駅 → 平和記念公園 → 宮島 → 宿舎
広島駅 → 京都班行動 → 東京駅 → 竹芝桟橋
底土港着・解散

＜ＰＴＡ役員の紹介＞
ＰＴＡ総会も終了し、新会長を中心に新たな体制で２６年度のＰＴＡ活動をス
タートします。今年度は、１１月１５日（土）と１６日（日）に１０年に１回の
島しょＰＴＡ連絡協議会合同研修会が開催されます。皆さんのご協力をよろしく
お願いいたします。それでは新役員を紹介いたします。
会長 … 山下 武志
副会長 … 河野 厚司､大澤 裕子､障子 幹
書記 … 関井 貴香､川畑 喜照
会 計 … 笹本 博保､深水 えりこ､久保 淳
(敬称略)

＜離任された先生より＞
八丈島を離れて
昭島市教育委員会 指導主事 須田 健太郎
三原中学校の皆様、お久しぶりです。３月の離島の際はお見送りありがと
うございました。
さて、八丈島を離れて２カ月になろうとしています。現在私は、学校を離
れ教育委員会で仕事をしています。２回の乗り換えをしながら毎日電車に揺
られ、片道２時間かけて通勤しております。電車から見える新緑は初夏を感
じさせ・・・と言いたいところですが、残念ながら始発と終電の往復で季節
を感じることはほとんどありません。仕事の内容もまったく異なるため、ま
るで転職したかのようにわけもわからず毎日を送っています。
週末に、ふと八丈島を思い出します。この天候なら絶対に釣りに行ってい
るだろうなとか部活動をしているだろうなとか、豊かな自然に囲まれのんび
りと過ごしたあの日を懐かしく感じます。
最近、我が家の庭がようやく完成しました。世田谷でもアシタバが育って
いる地域があることを知り、挑戦しているところです。ネリの種も植えまし
た。冬にはカキナを植えようと思っています。成功するかは未知数ですが、
収穫した際には第２の故郷「八丈島」を思い出しながら堪能しようと思って
います。
最後になりますが、４年間という短い間、毎日楽しく過ごすことができた
のは三原中学校関係者の皆様をはじめ、あたたかい島の方々のおかげと思っ
ています。本当にお世話になりました。ありがとうございました。
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＜交流給食＞

５月２０日（火）

２階のホールに全校生徒が集まって、一緒に給
食を食べる交流給食を実施しまた。この企画は学
級委員会によるもので、全校生徒の交流を深めよ
うと企画したものです。
普段の給食の時間では同じ学年の人としかお話
できませんが、この日は他学年の人たちと楽しそ
うに会話をしながら給食を食べていました。

６月の主な行事予定
日

月

６／１

２
朝礼
安全指導

８

９
朝礼
朝読書(民話)
週間（始）

【全校交流給食の様子】

火

水

３
生徒会総会

４
開校記念日

歯科検診

職員会議

ＳＣ出勤日

１０
専門委員会

木

１１
校内研修会
小中合同
避難訓練

金

土

５

１２

６

７

１３

１４

２０
朝読書(民話)
週間（終）

２１

２７
期末考査
専門委員会

２８

7/4

7/5

ＳＣ出勤日
１５

１６
朝のつどい
プール清掃

１７

１８
職員会議
期末考査
１週間前

１９

ＳＣ出勤日
２２

２３

２４

朝礼

２９

３０
朝のつどい
定期健康診
断（終）

２５
期末考査

２６
期末考査
心肺蘇生
講習会

7/2

7/3
都学力調査
（２年）

7/1
安全指導

職員会議

避難訓練

ＳＣ出勤日
※ ＳＣ出勤日：スクールカウンセラーの出勤日

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
０３－３３６６－４１５２
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