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「未来を描いた言葉とこれからの行動」
校長 武田

真男

師走に入り寒さも一段と厳しくなってまいりましたが、保護者、地域の皆様、１２月３日（木）の
第２回小中一貫型教育校の開設に向けた説明会・意見交換会にお越しくださいまして、誠にありが
とうございました。
お陰様で、４０名を超える方々に参加いただき、感謝の気持ちで一杯です。意見交換会で皆様から
いただいたご意見は、学校便りに挟んだ「小中一貫教育研究たより NO4」の裏面に掲載しましたの
で、どうかご一読くださいますようお願いいたします。皆様からいただいたご意見を参考に今後一
層、小中一貫教育を充実させてまいりたいと考えます。
さて、１２月１３日（日）に、本校の伝統的な行事である意見発表会を開催しました。
今の自分の弱さと向き合い、その中から新たな目標を見出して生活していこうとしている生徒達、
実体験や身近な大人達の姿から自分の将来像を描き、そこから大切な生き方を導き出している生徒
達、日本や世界の社会問題に目を向けながら、人生の基本的な態度を身に付けて、社会に一歩踏み出
そうとしている生徒達、それぞれに味わいのある発表でした。また、私は全生徒に共通していること
は「自分の未来」を描いている発表だったことに、改めて考えが及びました。
私がこれから生徒達に期待することは、一人一人が表した「未来を描いた言葉」と「これからの行
動」を一致させて欲しいということです。そのためには、生徒自身が自分の中から湧き上がってきた
言葉かどうかを自分の心に問いかけることが必要だと思います。誰かに決められたとか、命令され
たものでは、生徒はなかなかやる気を持続することが難しいでしょう。そのような時は、身近な大人
に相談し、もう一度考え直してみたほうがよいのではないかと思います。しかし、本気であったなら
ば、人生の大きな目標をもちながら、日常の小さな目標を実行していきましょうという言葉を伝え
たいと思います。そして心と行動がぴたりと合うことの経験を積み重ねていって欲しいと思います。
「未来を表した言葉」と「これからの行動」が一致すると、その生徒の歩みは一層力強くなりま
す。どうか、保護者、地域の皆様、生徒の未来を描いた言葉とこれからの行動をつないでいくため
に、ご家庭でも地域でも、ぜひ生徒達のやる気を後押しする言葉を掛けていただければと思います。
２６日から１３日間の冬休みに入ります。この間、生徒達が地域でお世話になりますが、新たな希
望をもって新年を迎えることができますよう、保護者、地域の皆様のご指導とご支援を宜しくお願
い申し上げます。
皆様、よい年をお迎えください。

〈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/

ウィンターレクリエーション
期末考査最終日の午後、学級委員会主催で『ウィンタ
ーレク』が行われました。テスト勉強で疲れた頭脳を、
少しでもリフレッシュしてもらおうと「バスケットボ
ール」「氷鬼」を企画して、準備を進めてきました。当日は、他学年と
の交流を深めながら、バスケではスーパープレーに拍手がわき、氷鬼で
は全速力で鬼から逃げまわる姿があり、終始体育館では生徒たちの笑顔
があふれる行事となりました。
【学級委員会担当 鈴木 秀和】

国際理解教室

今年度は、アルジェリアからアニス・ブドゥラーさんがいらっしゃいました。ベルベル語でのあい
さつに始まり歴史、宗教、伝統家屋、音楽と踊り、７つの世界遺産の紹介をしてくれました。最後に
夢をもつこと、世界の国を見て視野を広げること、そして自国の文化を知ることの大切さを教えて
くれました。
現在、本校と三原小学校は、平成３０年度の開設を目指し、小中一貫型教育校に向けた準備を行っ
ています。この小中一貫型教育校では、９年間の学びを終えた子供たちが『世界に羽ばたく紳士・淑
女』として自らの手でたくましく生き抜いていって欲しいという願いがあります。
今回の国際理解教室は、普段の生活では決して出逢うことのできない人との出逢いがありました。
また、未知の文化に触れることもできました。このような経験を通して、広い視野や異文化を受け入
れる心を身に付け、これからの変化の激しい世の中にあってもしなやかに生き抜く大人へと成長し
てくれることを期待しています。 【国際理解教育担当 山入端 信之】
生徒の作文【３年 浦木 勇瑠】

「夢のための努力は必ず実る」という言葉が、高校受験が待っている自分にはすごく響きました。イ
スラム教のモットー「平等」が、用水路、家の大きさにまで反映されているのを知って、とても驚き
ました。（中略）アルジェリアの生活を見てみたいと思いました。

平成２７年度

意見発表会

１２月１３日に三原中学校の意見発表会が行われました。しとしとと雨の降る中にも関わらず、多
くの保護者・地域の方々にご参観いただき、ありがとうございました。
１年生は「自分」２年生は「将来」３年生は「社会」というテーマのもと、一人一人が自分のフィ
ルターを通して、思いや考えを発表しました。
１年生は、今の自分に真摯に向き合い自己理解を深めていました。２年生は、自分が体験したこと
を踏まえ、将来の自分と向き合うことができていました。３年生は、自分と社会との繋がりやこれか
らの自分がやるべきことを考察し、分かりやすく発表することができていました。どの学年も、一人
一人の成長を感じる事のできる素晴らしい発表でした。
＜発表内容 ※順序は発表順です＞
１年生テーマ：自分
峯元 啓達『変えていくべきところ』
木村 隆斗『自分にできること』
山下 舞依『ネバーギブアップ！』
菊池 優希『自分の長所と短所』
河野 渚太『音楽で幸せに』
沖山 美月『自分の変えたい所』
奥山 清正『短所』
沖山 祐坪『かっこいい自分になるために』
沖山 あさひ『これからの自分』
沖山 愛ノ佑『ぼくの直したいところ』
磯崎 公作『自分の意思』
大澤 妃美花『自分をみつめて』
山路 久麗々『自分の短所』
２年生テーマ：将来
宮木 俊英『未来の地球を考えて』
玉置 航祐『思い込みを打ち破る』
鴨川 康生『見えないところでの支え』
大澤 あかり『未来へつなぐ』
沖山 龍『自分の思い』
沖山 一哉『私の将来は漁師』
大澤 銀河『将来の夢』
山下 慎太郎『PC ウィルスのない将来を創
るために』
笹本 実秋『愛する八丈島を守るために』
３年生テーマ：社会
山下 結作『平等な世界』
山下 真緒『信じられる世界に』
宮木 優希『今私たちがするべきこと』
山路 彩草『神経性食思不振症について』
西村 泰雅『戦争の危険性』
関井 葵『水を届けるために』
菊池 史也『世界の漁業の発展に向けて』
篠原 ゆうな『あと一歩踏み込んでみません
か』
菊池 大航『land mine』
佐々木 乃亜『身近な生物多様性を守るため
に』
沖山 颯斗『オゾン層破壊から学ぶこと』
河野 真夏海『世界に目を向けて』
大澤 誠己『投票率低下』
上ノ山 夢芽『もう、逃げたくない』
浦木 勇瑠『「じしん」に勝つ』
淺沼 祐里佳『豊かな生活を守るために』

午前の部最後に文化行事実行委員長の３年上ノ山

夢芽さんが

意見発表会に対する熱い思いを込めて閉会の言葉を述べました。
（一部抜粋）
「響け届け～３８のピース～」というスローガンは、自分の思いを
言葉にするだけでなく、聞いている人に伝えたい！響け！届け！と
いう強い思いを表しました。
「３８のピース」は全校生徒一人一人
をパズルのピースに見立てています。一人一人の思いが全部組み合
わさってパズルは完成します。３８人の誰一人欠けてはいけないと
いう思いを表しています。
（中略）
私たちはまだまだ未熟者ですが、社会の
一員に入るために、自分の意志を強くもっ
て自分たちらしさも忘れずに突き進んでい
こうと思います。ご迷惑をおかけしてしま
うかもしれませんが、どうかこれからもよ
ろしくお願いします。

午後は、それぞれの意見発表につ
いて意見交換会を行いました。発表で
伝えきれなかったことや感じたことを言葉で伝え合うこ
とにより、更に自身の考えを深めることができました。
意見交換会は、初めての試みでしたが、とても有意義な
時間となりました。
【文化行事担当：平賀 公章】

サイエンス部が大活躍しています。地道な研究活動が評価され、今年
度、すでにいくつかの賞をいただいています。そんなサイエンス部の生
徒と顧問の川畑先生が今年度最高の賞をかけて、１２月２１日（火）の
３便で八丈空港を出発します。今回挑戦する全国学生科学賞ではすでに
優秀賞が決定していますが、最終審査では「内閣総理大臣賞」を目指し
ます。最終審査は２２日から２日間、生徒によるプレゼンテーション等
が行われ、２４日に審査結果が発表されます。
生徒会と学級委員会が企画した壮行会では、全校生徒の前で３年
生の西村泰雅君が「皆さんにクリスマスプレゼントを持って帰り
ます」と力強く語ってくれました。これまで多くの賞を獲得し
てきたサイエンス部の皆さん、大きな舞台での発表は緊張する
と思いますが、三原中の仲間たちの声援を支えに頑張ってきて
ください。
「フレ～、フレ～、サイエンス♪」

サイエンス部
全国学生科学賞
最終審査に出発
します！！

★お知らせ★

樫立地区の道路工事が続いています。歩道が最小幅 120ｃｍの予定でしたが、車両
通行上、歩道が狭くなる部分ができるとの連絡がありました。通行の際には十分に
注意してください。

〈１月の主な行事予定〉
日

12/27

月

12/28

火

12/29

水

12/30

木

12/31

金

1日

土

2日

元日

3日

4日

5日

6日

八丈町

7日

8日

冬季休業日終

始業式・大掃除

成人祝賀式

9日

新春大会
職員会議

10 日

11 日

12 日

13 日

14 日

成人の日

避難訓練

小中合同研修会

15 日

16 日

専門委員会

凧揚げ大会

23 日

S.C 勤務日

17 日

18 日

19 日

朝のつどい

20 日

21 日

22 日

職員会議

計算コンテスト

入試前学習会

安全指導

入試前学習会

入試前学習会

24 日

25 日

26 日

27 日

28 日

29 日

朝礼

入試前学習会

職員会議

入試前学習会

入試前学習会

入試前学習会

30 日 31 日
(日)

S.C 勤務日

＊ 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)

