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三原中学校ではトウモロコシ、トマト、ねり、島唐辛子等の沢山の野菜を育てています。その中に甜
瓜（まくわうり）がありました。私が子供の頃にはプリンスメロンは高級品で甜瓜が一般的でしたが、
今は逆になっています。そんな野菜たちを育てるのは本当に大変です。種まきや苗植えから始まり、雑
草取り、水やり、成長のための芽の除去等、日々休まずに手入れをしなくてはなりません。もちろん、
農業に携わっている方々や長く家庭菜園をやられている方から見れば「当たり前
だ！」といわれるでしょうが、私自身、今年初めて我が家の上の小さな畑（命名：
ファームおじゃりやれ）に、トマト、トウモロコシ、スイカ、プリンスメロンを作
りました。また、畑仕事の好きな教育関係者２名も一緒にネリや枝豆、南瓜等、数
種類の野菜を栽培しています。そんな仲間たちとなぜこんなに害虫が付くのか、 な
ぜ花は咲くけど実として成長しないのか・・と悩むことばかり。強風が吹いた次の
日、３０ｃｍ程に育ったトウモロコシが斜めに傾いてしまいました。そんな時私の野菜作りの先生の一
人、三原中の野菜を育てている用務主事の山田さんが「トウモロコシの多くは自力で立ち直す」、「水や
りは本当に大切。その野菜の種類によって育て方が違う」、そして何より「手を掛け、よくめんどうをみること」
だと。それは一人一人個性の違う「人を育てるのと同じ」だと感じました。種類によって水をやりすぎても
雑草を放っておいても成長を妨げます。また別の野菜の師匠は「南瓜は早起きだから朝の６時まで、ス
イカは寝坊助だから朝の７時位までに受粉させると良い」と教えていただきました。でも試そうとして
も計算通りに雌花が咲きません。毎朝のようにあきらめずに見にいくと、ある日雌花を発見！咲いてい
る！！何とか受粉させることにも挑戦できました。今後、実となって成長してくれるかは未知数ですが、
プリンスメロンだけはこれまでに８個収穫できました。私にとって初めての経験です。スイカは上手く
いっていませんが、今日の朝、南瓜は少し実が大きくなっています。本当に育てることの難しさを教え
てもらいました。
世間では良い結果を出すことを「花が咲いた」という言葉で言い表すこと
があります。勉強やスポーツに限らず、「花を咲かせる」「実を育てる」ため
には何が大切なのか。やはり「よくめんどうをみ、かわいがる」ことだと実感して
います。三原中でも、その方針で生徒を育てています。
早いもので、間もなく夏休みを迎えます。この夏休み期間にはリオデジャ
ネイロ（ブラジル）で８月５日からオリンピック大会、また夏休み明けの９
月７日からパラリンピック大会が開催されます。学校の教育活動でも２０２
０年東京大会に向けてオリ・パラ教育を行っていますが、その基本的視点は
（１）
「全ての子供が大会に関わる」➡全ての子供が、発達段階や興味・関心に応じて、オリンピック・
パラリンピックに何らかの形で関わり、それを通して、オリンピック・パラリンピックの価値や意義を
学ぶ。（２）
「体験や活動を通じて学ぶことを重視する」➡子供たちがオリンピック・パラリンピックに
ついての知識を習得するだけでなく、実際に体験や活動することを通じて学びを深めていく。（３）「計
画的・継続的に教育を展開する」➡現在の小学５年生は東京大会時には高校１年生、中学２年生は高校
を卒業して１年目を迎えるなど、２０２０東京大会と、更にその先を見据え、計画的・継続的に教育し
ていく。その目指すものは『世界に通用する人間を育てる』ことだと私は考えています。この夏休み期
間に開催される４年に１回のオリンピックという祭典を通して、生徒一人一人が自分の可能性の裾野を
広げ、その目標に向けて表面には見えない根っ子を強くしてほしいと願っています。頑張れ三原中生。

お楽しみ交流会
６月２４日(金)５・６校時、中学校の生徒会本部と三原小学
校の代表委員会が自分たちで意見を出し合って企画・運営をし
た小中お楽しみ交流会が行われました。企画を決める話し合い
活動では、中学生が小学生の意見を引き出そうと、優しく接す
る姿やわかりやすく説明しようとしている姿に生徒会役員のリ
ーダーシップや心配りを感じることができました。
当日のレクリエーションでは中学生が小学生をサポートする
姿や、小学生も中学生も同じ目線に立って一緒に楽しんでいる
姿が見られ、笑顔と笑い声のあふれる時間を過ごすことができ
ました。交流会の最後には坂上地区のオリジナルソング「島に生まれて」を合唱し、同じ地域で育つ仲
間として心を一つにした時間でした。

＜奉仕活動の報告＞
・１年
・２年
・３年

７月４日（月）
ふれあいの湯
７月５日（火）
みはらしの湯
７月７日（木）
やすらぎの湯

関係者の皆様、ご協力ありがとうございました！
【１年生】
作業では、たわしの角を使って、力
強くこすり続けたり、小さなブラシ
で隙間や蛇口の裏などをこすって汚
れをとり除いたりしました。生徒た
ちは、きれいになっていくことに喜
び を感じ ながら 作業を して いまし
た。一方で、なかなか取れない汚れ
に困惑していると、
「明日の朝になっ
たら白くきれいになったことがわか
る」と話していただき、ほっとした
表情を浮かべていました。奉仕活動
を通して、毎日少人数でこの面積を
掃除する仕事の大変さや洗剤を使わ
ないで重層と塩で磨くのは、川や海
の環境を考えて行っているこ とな

ど、多くの大切なことを学ぶことが
できました。

【２年生】

7 月 5 日(火)、2 学年では末吉みはらしの湯にて奉仕活動を行いました。浴槽の床や側面などを、
たわしやブラシを使って汚れを落としました。磨く場所によってブラシを変えたり、水を適度に
まいたりしながら作業を進めました。汚れが落ちるところを見ると、さらに頑張って磨こうとい
う気持ちがでて、一生懸命取り組んでいました。とても充実した時間を過ごせたと思います。

【３年】
「日頃お世話になっている地域に感謝したい！貢献したい！」という思いを胸に温泉へと向かいました。
浴室の壁などを掃除させていただきましたが、高いところの汚れを落とすのはとても大変。脚立にのぼり、
長いブラシでゴシゴシとこすりますが、最初のうちはなかなかうまくいきません。温泉の担当者の方にコツを
教わりながら作業すると、みるみるきれいになり、ピカピカになった浴室を見て大きな喜びを感じました。
気持ち良く温泉に入ることができるのも、見えないところで毎日頑張ってくれている方がいるからなのだと
いうことを実感し、あらためて地域に感謝をする機会となりました。

７月３日（日）洞輪沢漁港に９人全員集合。保護者１３名。教員４名。
天気は晴れ。湿度はやや高く、微風。絶好の浜遊び日和でした。生徒は、

１年

親子レク

ＢＢＱ、焼きそば、おにぎり、そーめんの４つに分かれ、楽しくワイワ
イ調理に取り組みました。保護者、教員はアシスト役に回りました。い
ずれもおいしく出来上がりました。また、とれたての魚介類が差し入れ
られ、お刺身も並びました。食べた後は、海で泳ぎ、マリンスポーツを

楽しみました。その後、スイカとかき氷をいただき、楽しい一日を過ごすことができました。生徒のみ
んなが、しっかり勉強し、思い切り運動し、たくさん食べて、毎日を笑顔で元気に過ごしてほしいとい
う保護者の愛情を感じてくれたのではないでしょうか。
【１年学年主任 髙木

孝裕】

７月２日(土)に大潟浦園地で親子レクを行いました。部活動の合同
練習もあり、１６時からという遅いスタートでしたが、「流しそうめ
ん」「バーベキュー」「花火」「肝試し」と盛りだくさんの内容でし
２年 親子レク
た。青空の下で“流れてくるそうめん”は、とてもおいしかったです。
嬉しかった出来事を書き添えますと…。片付けのときに、私と峯重先
生が鉄板を洗っていると、保護者の方が「先生が洗っているのに、な
んで子供たちは遊んでいるの！？」と声を掛けてくださいました。すると、男子が私たちと代わってく
れて、女子も片付けに取り掛かってくれました。
私たち教員は、「学校で行う行事ではないし…」「ＰＴＡが主催だし…」何より、「楽しい雰囲気を
壊したくない。」という気持ちで参加していました。だからこそ、自らやるべきことを行動で示そうと、
先生たちも保護者のみなさん（大人たち）も率先して片付けに取り組みました。ある保護者の方の一言
で、“大人も子供も”１つになれた気がしました。【２年学年主任 小泉 雅一】
夏休みの生活について一言・・
＜生活指導主任から＞
いよいよ夏休みが始まります。４２日間の計画は立てられましたでしょうか。長期休みとなると、つ
い気がゆるみがちです。「早寝」「早起き」「朝ごはん」をはじめ、規則正しい生活を心掛け、計画的
に過ごしましょう。
計画を立てる上で大切なのは、次の２つです。
①自主的な活動…普段の生活は、授業や部活動、習い事や家庭学習等で忙しく、自分自身の時間がとり
にくいことでしょう。だからこそ、長期休業中では、日頃なかなか着手できないこと（研
究、工作、作曲、旅行…）に取り組んでみてください。また、家族の一員として家事の
手伝いや、地域の一員として地域行事の手伝いにも積極的に取り組みましょう。
②苦手な教科の克服…「つい、分からないまま１学期が終わってしまった。」なんてことはありません
か。そのまま放置するのではなく、夏休み中の学習会等を利用して、しっかり復習をし
ておきましょう。また、２学期は、学校行事等で忙しくなります。予習する時間を設け
られると、更にいいですね。
この４２日間の夏休みが、有意義な時間になるように「目標」と「計画」を立てて、一日一日を大切
に過ごしましょう。９月１日の始業式では、みなさんが達成感に満ち溢れ、輝かしい表情が見られるこ
とを楽しみにしています。

＜保健主任から＞
「飲み物の選び方」
夏の冷たい飲みものとして、口あたりがよいジュースや炭酸飲料の
人気が高いようです。ただ、こうした飲みものは糖分を含む製品が多
く、とりすぎによる『ペットボトル症候群』の危険性があります。さ
らに、糖分を多くとりすぎることによって食欲が減るなど、食事等に
も影響が出ます。夏休みは生活習慣全般が乱れがちになりますが、こ
うした毎日のちょっとしたことと思える行動にも、気を配って過ごし
てほしいと思います。
暑いときの水分補給には、普段は水やお茶などを中心に飲みましょ
う。部活動など運動で汗をたくさんかいたときには、塩分補給の必要
性もあるので、スポーツドリンクなどが有効です。意識して飲みものを選び、楽しい夏休みを過ごして
ください。
３年生は最後の夏を迎えます。これまでの
部活動遠征について
練習の成果を発揮し、思い出に残る時間を
◎野球部・・・・７月２０日（水）１便出発
過ごしてきます！皆さん、応援よろしくお
◎バレー部・・・７月２０日（水）１便出発
願いします。詳細についてのお問い合わせ
◎サッカー部・・７月２１日（木）１便出発
がありましたら学校までご連絡ください。

〈９月の主な行事予定〉
日
8/28

月
8/29

4日
5日
３年親子レク 朝礼
安全指導

火
8/30

水
8/31

6日
7日
漢字ｺﾝﾃｽﾄ
職員会議
記録会選考会 S.C 勤務日

11 日
12 日
13 日
P 連球技大会 振休（2 年） 中間考査

木

金

1日
2日
始業式/大掃除
避難訓練
（集団下校）
8日
9日
移動教室(2)

14 日
15 日
合同職員会議 補習教室

16 日
補習教室

土
3日
３年親子レク

10 日
移動教室(2)
芝生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
17 日

一週間前
補習教室

S.C 勤務日

18 日

19 日
敬老の日

20 日
中間考査①

21 日
中間考査②
専門委員会

22 日
秋分の日

25 日

26 日
朝のつどい

27 日

28 日
職員会議

29 日

体育行事前検診

S.C 勤務日

23 日
24 日
音楽鑑賞教室
記録会前放課
後練習開始
S.C 勤務日
30 日
10/1
都民の日
記録会前日準備

＊ 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)

