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「吐くから叶うへ」

校長

武田

真男

今年は春から天候が不安定でしたが、ようやく待ちに待った八丈島の夏がやってきました。明日
（１８日）から４５日間の夏休みに入ります。夏休みを迎えるにあたって、生徒には前向きな生活
をして欲しいという期待を込めて、こんな話をしました。
「弱音を吐く」という言葉にある「吐」の漢字は「口」と「＋（プラス）」と「－（マイナス）」
で作られています。この「吐」という漢字から「－（マイナス）」が取れるとどんな漢字になるでし
ょう。「叶」（かなう）となります。つまり、マイナス言葉を使わず、弱音を吐かない、あきらめな
いことで夢を実現させたり、目標を達成させたりすることができるという話です。
（子供）「今日、ごみ出しをしておいたよ」（親）
「毎日助かるよ。ありがとう！」
（子供）「明日の朝、自分でお弁当をつくってみるよ」（親）「嬉しい！」
（子供）「今年は、早めに宿題を終わらすよ」（親）「また、成長したね！」
ぜひ、ご家庭の中でこのような小さなプラス言葉が交わされる生活を送って欲しいと願っています。
さて、先月号で小中一貫型教育校の概要をお知らせしましたが、今月号でも二点ほど触れさせて
いただきます。
最初に、６月１８日（木）の「小中一貫型教育校の開設に向けた保護者・地域説明会」を経て、
６月２２日（月）の朝礼で私から全校生徒に小中一貫型教育校の概要とその構想の中にある「小中
合同運動会」のことを話しました。早速、生徒の体育祭実行委員会が編成され、今年度は中学校単
独の体育祭としては最後になるという意味を込めた、スローガンを創ってくれました。今後も、中
学校単独としての最後の体育祭に取り組む生徒たちを応援してまいります。
次に７月１０日（金）に、第４回目三原小中学校合同研修会を行いました。今回は、小学校６年
生の算数の授業に中学校の数学科の教員が入り協力して指導にあたりました。授業の後半は、
「中学
校からの挑戦状」というタイトルで、中学校の数学の問題に取り組みました。小中学校の教員が協
力することで、小学校の学習内容をより確実に身に付けさせることができ、さらに学んだことが中
学校の数学へ繋がることを６年生の児童に実感させることができた授業となりました。今後もこの
授業を小中一貫教育の原点として、全教科の研究と実践に生かしてまいりたいと考えています。
この夏休みの初めに部活動の遠征が入ります。野球部とバレーボール部は明日（１８日）
、それぞ
れ都大会、島しょ大会に向けて遠征に出発します。サッカー部は２１日に島しょ大会に向けて出発
します。野球部とバレーボール部は３校の合同チームで、サッカー部は大賀郷中学校との合同チー
ムでの参加となりますが、各部活動の活躍を期待して、報告を楽しみに待ちたいと思います。

〈三原中学校の教育目標〉
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/

『体験を通して学ぶ家庭科』

家庭科教諭

鈴木

えりこ

家庭科では、調理・裁縫・洗濯など「自立」に直結する内容を扱うので、実生活に生かすことを
イメージできるよう、身近なテーマや問題と関連付けた授業を意識しています。また、年間の計画
を立てるときには、生徒が実際に体験して学ぶことを大切にしたいと考えています。ここでは、そ
うした家庭科として特色のある取り組みをいくつかご紹介します。
保育園実習

７月３日（金）に３年生を対象に、あおぞら保育園での保育
実習を行いました。生徒たちはとても優しい表情で園児とふれ
合うことができました。学習したことを実感したり、新たな気
付きがあったり、とてもい
い経験になりました。
＜生徒の感想＞
○ 幼児は一生懸命で何を
するにも全力だった。
○ 保育園の先生の、幼児
の意欲を伸ばす声掛けがすごいと思った。
○ 自分は幼児に対するイメージがあまり良くなかったが、体
験を通してイメージが変わって楽しくふれ合うことができた。
また遊びに行きたい。
小中学生の交流授業

現在、三原中学校では、小中一貫教育を目
指した取り組みとして、
様々な教科で小学校
での授業に中学校教員が参加（協力授業）し
たり、小中学生が一緒に学んだり
（交流授業）
しています。
中学校の家庭科の内容は、小学校で学んだ
基礎を生かした応用になります。しかし、家
庭科の授業時間数は小学校と比べると半分
以下になってしまいます。ですから、特に小
学校の手縫いやミシンの基礎でつまずいた
まま中学校の授業に入ると、製作の作業を効果的に進めることが難しくなってしまいます。そこで、
小学校教員と協力して授業を行い、一人一人技術習得のサポートができるようにしています。先日
行った小学６年生と中学２年生の交流授業では、バランスのよいリクエスト給食の献立を立てまし
た。小学生のアイデアと中学生の知識を融合して、
バランスのよい、おいしそうな献立ができました。
三原小学校のリクエスト給食を楽しみにしていてく
ださい。
夏休みの宿題は全学年とも家事体験です。
生徒たちに家事を任せてみてください！

☆

奉仕活動のご報告 ☆

本校では毎年全学年を対象として、地域の施設での奉仕活動を行わせていただいています。ご
協力いただいた各施設の皆様にお礼を申し上げるとともに、ご報告いたします。

＜１年奉仕活動：６月２９日(月)＞
日頃お世話になっている地域の方々への感謝の気持ちを込
めて、１年生は樫立にある「ふれあいの湯」に行ってきました。
みんな黙々と清掃をしていました。男湯と女湯に分かれてそれぞ
れの場所をピカピカにしてきました。最後は全員揃って露天風呂
で足湯タイムを楽しみました。最初と終わりのあいさつもしっか
りできていました。関係者の皆さま、ご指導ご協力ありがとうご
ざいました。
（１年担当 山入端 信之）
＜２年奉仕活動：６月２日(火)＞
２年生は移動教室最後の活動として奉仕活動を行わせていただきました。前日の癒しと日頃のご恩
への感謝の気持ちを込めて、力一杯浴槽を磨く生徒の姿はとても生き生きとして見え、大きな達成
感を感じることができたようです。貴重な経験をさせて頂いた関係者の皆様に感謝を申し上げます。
（２年担任 佐久間 ともか）
＜３年奉仕活動：７月２日(木)＞
３年生は中之郷の「やすらぎの湯」で奉仕活動をしてきました。地域への貢献とお世話になっている
ことへの感謝の気持ちを表すため、みんな一生懸命に清掃していました。壁の高い部分や湯船の黒ずん
だ部分はとても大変な作業でしたが、みんなで協力して取り組むことができました。休憩タイムでは、
みんな和やかな感じで過ごすことができ、とても充実した時間でした。関係者の皆さま、ご協力ありが
とうございました。
（３年担当 久保 淳）
★２年生★
学校でカレーづくりとレクを行
２・３年親子レク♪
いました。午前中に部活の練習があ
2 年：7 月 4 日(土)
3 年：7 月 11 日(土)
り、全員で食事をつくることはでき
～ 12 日(日)
ませんでしたが、早く練習が終わっ
た生徒は親子でカレーづくりができ
ました。みんなでカレーに舌鼓を打ったあとは、体育館で「イ
ンディアカ」を行いました。インディアカとはネットを挟み、
羽の付いたシャトル状のボールを手で打ち合うスポーツで、初
心者でも手軽に楽しめる競技でした。途中、サプライズで誕生
日を祝う場面もあり、終始笑い声の絶えない親子レクとなりました。
（２年担当 平賀 公章）
★３年生★
台風の影響で波が高く、予定した大潟浦では実施できません
でしたが、天候に恵まれ学校で行うことができました。開会式
の後、校庭の芝地にテントを立てました。簡単に考えていまし
たが、意外と難しく保護者の協力をだいぶもらいました。体育
館で同じ番号を引いた人とペアを組み、バドミントン大会。意
地の張り合いで白熱した試合が展開されました。カキ氷を食べ
てから生徒が考えたメニューを親子で調理。ビザやホットケー
キ、ハヤシライス、ロールキャベツ、ギョウザとバラエティにとんで、どれもおいしかったです。
夜は、花火、肝試しと最高に楽しい時間を親子で過ごせました。
（３年主任 川畑 喜照）

夏休みの生活について一言・・

「中高生へ快眠ノススメ」
保健主任 川口 美保
これは｢2015 年 4 月 10 日(金) 読売新聞(東京)夕刊｣の記事の見出しです。文部科学省が、正しい
睡眠習慣を理解して運動や勉強の成績アップにつなげよう！と最新研究をもとに快眠のコツなどを
まとめた教材を紹介する記事です。｢夕方に仮眠をとると夜の眠りが浅くなり、睡眠不足の原因にな
る｣「週末の朝寝坊は、週前半の時差ぼけを引き起こす」など、科学的知見を基にまとめられていま
すが、大切なこととして書かれているのが｢早寝早起き朝ごはん｣です。夏休みは生活習慣が乱れが
ちになります。夏休みを有意義な時間にするために「早寝早起き朝ごはん」を意識した生活を心掛
けて下さい。
「夏休みだからこそ」
生活指導主任 小泉 雅一
イコール
生徒の皆さんには「夏休み ＝ 学校がお休み」と考えるのではなく、自分自身の計画に基づいた自
主的な活動や家庭学習の習慣を身に付ける良い機会と捉えてもらいたいと思っています。「普段、
取り組むことが難しいこと」「苦手な教科を克服するための学習」など、学校がお休みだからこそ
できることも多いということに気付いてもらいたいのです。
また、長期休業中には新しい出会いや経験が子供たちを待っていると思います。そのようなとき
にも三原中学校の生徒であり、家族や地域の一員であることを忘れずに責任のある行動を期待して
います。
最後になりましたが、夏休み中の子供たちの様子を皆さんで見守っていただき、気になることが
ありましたら、学校までご一報ください。よろしくお願いします。

〈９月の主な行事予定〉
日

月

火

水

木

金

土

8/30

8/31
夏季休業日
終

1日
２日
始業式/大掃除 職員会議
避難訓練
（集団下校）

３日
漢字ｺﾝﾃｽﾄ

４日
ＳＣ勤務日

５日
ＰＴＡ
校庭整備
芝生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

６日

７日
朝礼
安全指導

10 日
予行予備日

11 日

12 日
体育祭準備

13 日
体育祭

14 日
振替休業日

８日
９日
体育行事前
体育祭予行
検診 職員会議
ＳＣ勤務日
15 日
16 日
小中合同
振替休業日
研修会
ＳＣ勤務日
22 日
23 日
国民の休日
秋分の日

17 日

18 日

19 日
体育祭予備日

ＳＣ勤務日
24 日

25 日

26 日

29 日

10/1
都民の日

10/2 日

10/3
記録会準備

20 日

21 日
敬老の日

27 日
28 日
Ｐ連球技大会 朝礼

30 日

＊ ＳＣ勤務日：スクールカウンセラーの勤務日

お子様の様子が気になるときはいつでも学校へご相談下さい。（学校７－００５７）
〈学校以外の相談窓口〉
☆八丈町教育相談室(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)

