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「努力（準備）こそが成功への道」
校長 大澤 道明
沖縄県では梅雨が明け、高校野球の夏の予選大会が始まりました。東京でも抽選会が終わり、八
丈高校の初戦は７月９日（土）となりました。八高野球部のＯＢとしては時間が許せば是非応援に
行きたいそんな気持ちです。そんな中、相変わらず地震のニュースが続いています。九州に限らず、
最近は北海道でも建物等に被害が出る規模の地震が発生しました。関東では、群馬県利根川流域で
の降雨量が少なくダムの貯水量激減の影響で、関東地方の一部では早くも取水制限が出ています。
八丈島ではあまり水不足を感じませんが、こんな時だからこそ、限りある資源を日常から大切にす
る習慣を身に付け、いざという時のための準備を怠ってはいけないことを学ばせなければなりませ
ん。
さて、三原丸が出航して間もなく３ヶ月が経過します。
多少の揺れはあるにせよ、目標に向かって順風満帆な航海
だといえます。先日私が参加した樫立福寿クラブの総会で、
「三原中の生徒は本当によくあいさつしてくれますよ」と
お褒めの言葉をいただきました。地域での生徒達の姿を想
像すると嬉しい気持ちで一杯になりました。部活動も頑張
っています。管内３校合同女子バスケットボール部が品川
大会で念願であった１勝を挙げました。三原中学校、大賀
郷中学校の合同サッカー部は、富士中学校との遠征決定戦
に勝利し、昨年に引き続き島しょ大会への出場を成し遂げました。その結果を引き出したのは、選
手達の努力はもちろんの事、指導者を含め納得のいく準備（練習）ができた成果なのだと思います。
勝負に時の運はつきものですが、納得のいく準備は、きっと精神力をも強くしてくれたことでしょ
う。遠征日程は非常に過酷です。しかし、今年こそ都大会での１勝を期待しています。
スポーツの世界ではよく「スランプとは練習を積み重ねて最善の準備をし、ある程度のレベルま
で達している実力者に使われる言葉。ラッキーも、相手が実力者だからこそ、その力を恐れた結果
として得ることが増える現象だ」といわれます。また、世の中の著名人の多くは「本当の天才とは
努力の成し得る結果」だと語っています。私もそう信じています。血の滲むような努力（準備）を
納得のいくまでやったとしたなら、きっと高い確率で成功へと導いてくれることでしょう。４２歳
にして現在も大リーグで活躍を続け、偉大な記録をいくつも打ち立てているイチロー選手は真にこ
の言葉の人ですね。
『雨垂れ石を穿（うが）つ』ということわざがあります。軒から滴るわずかな雨垂れでも、長年
同じ場所に落ち続けていると、ついには石に穴をあけることができる。どんなに小さな努力でも、
長年続けていればいつかは成果を収めたり、大きな仕事を成し遂げたりすることができるという教
えで、根気よく続けることの重要性を説いていることわざです。一人一人の歩は違っていても、求
めれば必ず道があります。三原丸の行き着く未来に向け、学校、生徒、保護者、地域が一丸となっ
て努力を続けていきましょう。見守りを宜しくお願いします。

〈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/

「１年生校外学習の様子」
１年学年主任 髙木 孝裕
「地域と共に生きる」～八丈島の良さを知り、魅力を世界に発信しよう～をテーマに１年生の総合的
な学習の時間がスタートしました。今回は、めゆ工房で山下 誉さんから黄八丈の歴史、色、染め方など
のお話と柄の本や古い織り機を見せていただきました。次に徒歩で服部屋敷に移動し、樫立踊りを見学
しました。その後、結城 廣枝さん、峯元 和代さん、田村 明美さんから樫立踊りのルーツや各地域の特
色、八丈太鼓についてなどのお話をいただきました。続いて、服部屋敷の伊勢崎 孝久さんから服部屋敷
のルーツや浜口 興右衛門さんについて、そして源 為朝のこともお話していただきました。

「前期生徒総会」
生徒会担当 氏家 正博
５月２７日(金)６校時、前期生徒会総会が行われました。生徒全
員の前で、各委員長や地区長からそれぞれの活動の計画や方針を発
表しました。わからないことには質問をしたり、もっとこうしてほ
しいと思う事には要望をしたりと生徒全員で三原中の活動をよりよ
くしていこうと意見を交わすとても良い機会となりました。どの生
徒も場をわきまえた態度で総会に臨むことが出来ていたこともとて
も素晴らしいことだと思います。

「教育実習生」
寺田

楓

八丈島中之郷出身、通称『松代の娘』の寺田 楓です。中之郷小学
校、三原中学校、八丈高校と通い、筋金入りの島っ子です。スポー
ツと自然が大好きで、いつも外遊びばかりしていたためか、三原中
学校に入学し、スカートを着始めて地域のたくさんの方々に「おみ
ゃーは女だったのか！」と言われたことを鮮明に覚えています。
八高を卒業後、中学生の頃からの夢であったバレーボールの実業
団に入るために日本体育大学に進学しました。しかし、夢半ば、選
手への道は怪我によって閉ざされてしまいました。夢を絶たれ、希望を失い途方にくれていたとき、ジ
ャズバーに置かれた古びたピアノに出会いました。そのジャズバーでアルバイトをはじめた私は、音楽
に魅了され、本気で音楽を勉強したいと考えるようになりました。そして、そんな私の思いを支えてく
れた両親のおかげで、現在は昭和音楽大学の三年生となり、音楽の素晴らしさを多くの人達に伝えるこ
とのできる教師を目指しています。
素直で優しい生徒たちに囲まれて勉強した三週間は学ぶことがとても多く、先生方からいただいた

様々なアドバイスは、私の成長をサポートしてくださいま
した。疲れきって帰り道をよろけながら歩けば「おつかれ
さま」
「がんばれ～」など、すれ違う車からの応援や励ま
しの言葉はすべて私の励みとなりました。
八丈島で育ったことに感謝し、
『情け島』の心を大切に
しながら、これからも成長したいと思います。三週間、本
当にありがとうございました。

「集団下校」
生活指導主任 小泉 雅一
６月８日(水)、台風接近を想定して三原小学校の児童
と合同で集団下校訓練を行いました。このような場面
での中学生は、小学生をやさしくサポートする頼もし
い姿を見せてくれます。地区ごとに整列するときは、
迷子にならないようにと小学生に積極的に声を掛け
てくれます。また、下校中は中学生の地区長が列を先
導し、列の後方からも中学生が小学生の列を見守って
くれています。隣接した三原小中学校の環境を生かし
た取り組みの一つと言えます。



＜バスケットボール部＞
三原・富士合同のバスケットボ
部活動報告
ール部は、６月３日から品川区中
学校バスケットボール夏季選手権
大会に参加してきました。１回戦
は品川女子学院中等部が相手でしたが、日頃の練習の
成果を発揮し、７６－１６で勝利を収めることができ
ました。八丈島の女子バスケットボール部が１回戦を
突破するのは５～６年振りだそうです。厳しい練習を
乗り越えてきた生徒たちと、その土台を築いてきた先
輩たちに感謝したいと思います。２回戦は残念ながら
荏原第六中学校に敗れてしまいましたが、この経験を
来年の遠征に生かしてくれることを期待しています。



（顧問：塩生

俊二）

＜サッカー部＞
三原中サッカー部は、部員１２名で日々の練習に励んでいます。６月４日と６月１１日に行われ
た遠征決定戦においては、大賀郷中学校と合同チームを組み、富士中学校に勝利することができま
した。７月２２日には、島しょ大会が大井ふ頭第二球技場で行われます。周囲への感謝の気持ちと
八丈島を代表して戦う意識を常にもち、目標である島しょ大会優勝を目指してチーム一丸となって
戦います。応援よろしくお願いします。
（顧問：峯重 透）
＜バレーボール部＞
バレーボール部は、３校合同チームとして島しょ大会優勝を目指し、練習に励んでいます。５月
２９日、６月１２日に行われた八丈バレーボール大会では６チーム中、惜しくも６位という結果に
終わりました。しかし、この経験を生かしチーム一丸となって、島しょ大会優勝を目指して戦いま
す。応援よろしくお願いします。
（顧問：山口 佑子）

＜野球部＞
３校合同になって、４年目となりました。今年度も部員数が減り、３校合わせて１８名となってしま
いました。６月は、毎週土曜日に合同練習をしていますが、７月は、毎週土・日と平日の放課後に５回
実施する予定です。東京都選手権大会は、７月２１日（木）に駒沢球場で開会式と一回戦が行われます。
一回戦は島同士の試合が組まれますが、ここ何年も負けたことがありません。２回戦はシード校と当た
ることが多く、なかなか突破することができません。今年も２回戦突破を目標に暴れてきたいと思いま
す。

（顧問：髙木

孝裕）

戦 績
平成２７年 一回戦

９ 対 １

三宅中 （５回コールド）

二回戦

０ 対１０

東久留米西中（４回コールド）

平成２６年 一回戦

１０ 対 ２

二回戦

４ 対 ９

平成２５年 一回戦

１１ 対 ４

二回戦

０ 対 ３

三宅中 （６回コールド）
日大豊山中
三宅中 （６回コールド）
新小岩中

〈７月の主な行事予定〉
日
6/26

月
6/27

火
6/28

朝礼

水

木

6/29

6/30

合同研修会

金

土

１日

２日

避難訓練

２年親子レク
(大潟浦)

３日

４日

５日

６日

７日

８日

１年親子レク 朝礼/安全指導 奉仕活動(2 年) 職員会議

都学力調査

教育相談（終）芝 生 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

(洞輪沢)

(2 年)

SC 勤務日

奉仕活動(1 年)
教育相談（始）

10 日

17 日

24 日

９日

奉仕活動(3 年)

11 日

12 日

13 日

14 日

15 日

16 日

朝礼

授業参観

町教研一斉部会

専門委員会

保護者会

SC 勤務日

18 日

19 日

20 日
大掃除
終業式

21 日

22 日

23 日

海の日

朝のつどい

25 日

26 日

27 日

28 日

夏季休業日(始) 夏季水泳指導始
サッカー部
野球部・バレー部 遠征出発
[プール女子]
遠征出発

29 日

30 日

[プール男子] [プール女子] [プール男子] [プール女子] [プール男子]
31 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)

