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厳しい寒さの中にも少しずつ春の訪れを感じることができるようになってきました。
１月から２月にかけて３年生と模擬面接を行いました。毎年恒例となっている取組みですが、私自身
は、受験と卒業を控えた３年生が中学校生活を振り返り、これから訪れる新しい生活への期待を語る場と
して捉えています。少し緊張の面持ちもありましたが、どの生徒も実に誠実な姿勢で思いや考えを表現し
ていました。中学校生活の思い出には、体育祭や修学旅行、部活動を通して育んできた友情を多くの生徒
が語っていました。
「今、感謝したい人は？」という質問には、親、先生、仲間という回答でした。どの
話にも私自身がジーンとくるような話がたくさんありました。苦手な教科の克服方法にも、「なるほど、
こんな方法があったんだ。
」ということに私自身が気付かされたこともありました。すでに島外の高校入
試を終えている生徒もいます。この学校だよりが地域の皆様のお手元に届く時には、都立高校の入試（２
月２４日）も終わっています。すべての生徒にも素晴らしい春が訪れることを願っています。
さて、地域の皆様へ、ひとつのお知らせがあります。
来年度の三原小・中学校の合同運動会を１０月２３日（日）開催いたします。両校では同じ敷地内にあ
る学校という特長を生かし、小中一貫型の学校を開設するために準備を進めています。昨年の６月と１２
月に地域や保護者の方々を対象とした説明会を実施し、小・中一貫型の学校の構想とともに、合同運動会
を行うことの趣旨やプログラム案などを説明してきたところ、運動会の開催日に関するご意見を、保護者
や地域の方々からいただきました。合同運動会を開催するに当たり、当初は１１月３日を想定していまし
たが、
「１１月３日は気候的に寒いので、運動に適した時期にやったほうがいい。」
、
「坂下の小学校と運動
会の実施日をずらすことで、坂下からの見学者が増えるのではないか。また、逆に坂上の祖父母は坂下の
小学校にいる孫の運動会を見に行けるのではないか」等のご意見をいただきました。しかし、一方では、
「島では１１月３日は仕事休みが暗黙の了解となっている。」
、
「１１月３日以外に行うことに地域の理解
が得られるのか。
」等のご意見もいただきました。三原小中学校としては、運動会の主役である子供たち
にとって少しでも暖かい季節にということを重視し、１０月２３日に実施することで、気候の問題や見学
者の数など、どのような効果があるかを検証するという判断に至りました。今年の１月には両校の合同Ｐ
ＴＡ役員会と保護者会をもって、これまでの経緯や学校の判断を説明し、さらにこの２月に地域にお住ま
いの学校関係者の方々にも説明とお願いをして、ご理解をいただいてきたところでございます。
何卒、合同運動会の開催にあたり、児童・生徒の躍動する姿にたくさんのご声援をいただき、第１回目
の三原小・中学校合同運動会に花を添えていただけましたら幸いに存じます。ご理解と、ご協力を宜しく
お願い申し上げます。

〈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/

とにかく明るい三原中学校
～一人一人の思いを変えていく～

現在生徒会では、より良い三原中学校・明るい三原中学校を目指した活動「とにかく明るい三原中学校
～一人一人の思いを変えていく～」に取り組んでいます。
この取り組みは生徒会本部役員の「より良い学校生活にしたい」
「みんなが楽しく明るい学校にしたい」
という思いから始まったものです。２学期の終わりから３学期にかけて、活動の意義について、また、こ
の思いを形にするにはどのような活動をしたらよいか、生徒会本部役員を中心に真剣な話し合いを重ね
てきました。今回は、その取り組み内容と生徒の様子をご紹介します。

【生徒会担当

鈴木 えりこ】

＜各専門委員会による活動＞
生徒会本部役員・学級委員会・図書委員会
元気が出る名言を階段に掲示する“スマイルウィーク”
広報委員会
今回の活動をまとめた“三原中学校新聞特別号”の発行
衛生委員会
昼休みに全校生徒でレクリエーションをして仲を深め
る“体力向上革命”

＜全校生徒でよりよい学校につい
て考える活動＞
朝読書の時間に学年混合の班で、
意見交換をしました。
この活動では、よりよい学校につ
いて一人一人が考え、その考えを
他の人と共有し、最終的に自分は
何をするか宣言文にまとめまし
た。
この活動で出てきた意見は、
“とに
かく明るい三原中学校の木”とし
てホールに掲示し、宣言文は校舎
内に掲示し、みんなの目に触れる
ことで、思いを忘れずに意識を高
めていきます。
◎

活動についての感想

生徒の考え
『どんな三原中学校にしたいか』
「学年に関係なく、仲が良くみんな
で刺激し合って、高め合っていける
学校。
」
「みんなが話をして、一人ぼっちを
作らない三原中にしたい。
」
「ひとそれぞれの良いところがわ
かり、個性を生かせる。正しい言葉
を使って、心から笑ったり、泣いた
りすることができる学校。
」
『どんなことができるか』
「他学年との交流をもっと積極的
にする。」
「笑わせる。
」
「みんなに自
分の思いを言えるようにする。
」

始めはあまり話し合いがうまくできなかったけど、後半は皆が意見を考えたり、質
問をしたりできたので上手くいったと思う。この活動は三原中を明るくする為のも
のなので、全校生徒が色々な意見を出していていい活動になったと思う。

（生徒会長 宮木俊英）
◎

明るくするためにはコミュニケーションが大事という意見が多く、みんなが学校
をよくしたいと思っていることが意見を聞いて感じることができました。

（学級委員長 笹本実秋）
◎

この活動をやってみて、とても良い計画だと思いました。これからも、１年に一度
はやりたいと思いました。
（図書委員長 山下慎太郎）

玉川大学の難波克己先生（キャットマン）が２月１日(月)に２回目の
訪問をし、今回は全校生徒を対象とした英語と１年生の学活で特別授業
をしてくれました。
ホールで行われた全校英語の時間は、あちらこちらで、
「ハ～イ！」
「ヘイ！」と笑顔で挨拶を交
わす様子が見られ、まるでインターナショナルスクールのような雰囲気でした。
授業で全学年が集まることはほとんどないので、まずは体を動かしなが
ら互いの緊張感をほぐす活動からスタートしました。最初は少し距離感
があった生徒たちも徐々に笑顔になり、最後は互いにハイタッチ。その後
は簡単な英単語を使って活動をしました。
「英語」がコミュニケーション
ツールであることを改めて感じた１時間となりました。
給食の時間には３年生教室に乗り込んで、ここ
でも楽しい時間を演出してくれました。
最後は１年生の学活の時間。風船を使った活動で、クラスで協力して
課題を解決しなければならないものでした。クラスのみんながアイディ
アを出し合い、相談し、実行する。簡単そうで難しい課題でしたが、生
徒たちは、楽しみながら活動していました。
ここでは、当初予定していなかった「３年生にお手本を見せてもらおう」という場面もありまし
た。１年生に出された課題と同じものをやってもらい、その姿をみて学んでもらおうというわけ
です。３年生に Katman から課題が出されると・・３年生はすぐに輪になって話し合いを始めま
した！実は１年生、なかなか「みんなで相談する」ということが難しかったようです。一人一人は
真剣に考えているのですが、それをまとめるということに時間が掛かりました。

３年生が 相談している
様子です。
「話し合う」と
いうこと に慣れている
様子が伝わってきます。

この活動は、ちょっとだけ難しい課題を集団の一人一人
が知恵を出し合い、協力して解決してくことを通して仲間
の存在の大切さに気付き、他者に対する思いやりを身に付
け、社会の一員として必要な資質や能力、態度を養うこと
がねらいです。また、この活動の一番の魅力は「楽しみな
がら学ぶことができる」という点です。初めてこの様子を
見る人たちは、
「遊んでいるだけ？」と思うかもしれません。
でも実は子供たちの心の成長に大変有効な手立てなのです。
Katman との楽しい学びの時間はあっという間でしたが、
生徒の笑顔とその姿を笑顔で見守る教員の姿が印象に残る一日でした。 【副校長

鳥居

夕子】

サッカー部新人戦・やたけ杯
２月６日に新人戦が南原グランドで行われ「大中・三原中合同チーム」として富士中と
対戦しました。残念ながら負けてしまいましたが、
「最後まであきらめずに、１点を取る！」
という思いをもちつづけ、最後の最後に見事な連係プレーからの鮮やかなシュートを決め
ることができました。 また、２月１４日には南原グランドで予定されていた『やたけ杯』
は、荒天のため場所をコミュニティセンターに変更し、フットサルでの戦いとなりました。
久々の三原中単独チームで大中・富士中・社会人チームと対戦しました。大中・富士中戦
では負けてしまいましたが、その後のミーティングで個々の気持ちが高まり、チームの雰
囲気が盛り上がり、社会人チームとの対戦では見事に勝利することができました。
どちらの試合も来年度の遠征決定戦に向けて新しいチームのよいスタートをきることが
できました。

【サッカー部顧問 久保 淳】

〈３月の主な行事予定〉
日

2/28

月

2/29
学年末考査

火

１日
避難訓練

水

２日
都立発表

3 日目

６日
学習発表会

７日
振替休業日

木

３日
S.C 勤務日

８日
専門委員会

S.C 勤務日

20 日
春分の日
27 日

14 日

15 日
朝礼 安全指導 卒業式予行
職員会議

16 日

21 日
振替休日

23 日
職員会議

28 日

22 日
保護者会
(1,2 年生)
29 日

土

４日

５日

学習発表会リハ

学習発表会

職員会議

前日準備

９日
10 日
11 日
12 日
中教研
３年生を送る会 卒業遠足
臨時総会 学校評価委員会 復習確認テス
(19:00~視聴覚室)

13 日

金

17 日
卒業式準備

ト(1,2 年)
18 日
卒業式

19 日

S.C 勤務日

24 日

25 日
大掃除

26 日
修了式

離任式

30 日

31 日

4/1

4/2

春季休業日始

＊ 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)

