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『自分を振り返る』
校長 大澤 道明
移動教室、陸上競技記録会、三原大運動会、職場体験、意見発表会と大きな行事続きだった２学期
も残り僅かとなりました。保護者、地域の皆様にはご参観やご協力を賜り、本当にありがとうござい
ました。３年生は、卒業後の進路について最終段階の面談を行い、２年生は、学校のリーダーとして
のバトンを３年生から受け取り、１年生は中学生としての地盤固めの最終段階に入りました。それ
ぞれの目標に向けてどれだけのことが達成され、そして課題として確認できているのか。年末年始
は自分を見つめ直すのにとても適している期間だと考えています。
皆さんもよく知っている除夜の鐘は、大晦日（１２月３１日）の深
夜０時をはさんでつく鐘のことで、日付が変わり新しい年になる時を
鐘をつきながら迎えます。人には百八つの煩悩があると考えられ、そ
の煩悩を祓うために除夜の鐘も１０８回つくとされているそうです。
『煩悩』とは、“欲望・怒り・執着”等の人の心を惑わせたり悩ませ
苦しめたりする心の働きのことを言いますが、実際に百八とは正確な
数ではなく、「とても沢山」だと理解すればよいと考えられているそ
うです。私が３年間住んでいたインドネシアもそうでしたが、海外で
は花火を打ち上げたり、爆竹を鳴らしたりする国も多くありますね。
さて生徒の皆さんもこの年の瀬を迎えるにあたって、心の中で１年間の生活を振り返っているこ
とと思います。自信をもって日頃の自分の頑張りを表現できますか？常に反省する気持ちがあれば、
更なる向上すべき姿が見えてくるはずです。では自分が変わるために振り返るべきこととは何でし
ょうか。一つは、自分がしてもらったことは何か？二つには、自分がしてあげたことは何か？三つに
は人に迷惑を掛けたことは何か？という事です。これを１日、いや毎週、あるいは、月に１回でも自
分の生活を振り返り考えることをし続ければ人間は変われるのだそうです。
『過（あやま）ちて改（あらた）めざる 是（これ）を過（あやま）ちと謂（い）う』これは中国の「論語」
に記されていることわざで“人は誰でも過ちを犯すものだが、過ちをすぐに改めれば取り返すこと
ができ、大きな過ちにはならない。過失を犯したと気付いてもそれを改めようとしないと過失は過
失のままであり、これこそが本当の過ちなのである”という意味です。また、対のように用いられる
『過（あやま）ちて改（あらた）むるに憚（はばか）ることなかれ』ということわざもあり、意味は“過
失を犯したと気付いた時には、体裁や体面を気にすることなく、すぐに改めな
さい”ということです。もしも過失のまま残っているということがあれば、こ
の機会に積極的に改めましょう。
１２月２３日から例年より長い冬休みが始まります。生徒３２名全員が健康
に過ごすことはもちろんですが、三原中生らしく、気持ちの良い年始のあいさ
つができることを期待しています。そして１月１０日にはまた元気な顔で会い
ましょう。
保護者ご家族の皆様、地域の皆様のご健康をお祈りしています。

〈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/

地域交流会
老人会の皆様と地域交流
会でグラウンドゴルフを
行いました。最初はなかな
かボールを打てない生徒
も老人会のみなさまから
アドバイスをもらいなが
らどんどん上達をしてい
きました。生徒会本部が中心
となって賞状を作ったり、チーム決めをしたりと準備を進めてきました。生徒や地域の皆様からも楽しか
ったという感想を聞くことができ、生徒一人一人が笑顔で活動できていたことが、交流会の充実を物語っ
ていたと思います。これからも地域の皆様と学校がたくさん交流をしていけたらと思っています。今後と
もご協力をよろしくお願いいたします。
【生徒会担当：氏家

正博】

国際理解教室
今年度は、シリアからターリク・ファタヤーニさんがいらっしゃい
ました。アラビア語での自己紹介から始まり、母国の特色や人々の暮
らしなどを写真を使って紹介してくれました。また、実際にアラビア
語書道を黒板に書いて下さったり、クルアンの読書を聞かせてもら
ったりしました。
ターリクさんの話を聞く中で、これまでのシリアに対するイメー
ジが変わった人もいたのではないでしょうか。授業の中で「文化や言
葉が違っても私たち人間の祖先は同じなのです」という言葉が印象
に残っています。お互いの文化を尊重するためにも、まずは日本の文
化を知り、他国の文化を知ろうとすることが大切だと感じました。
短い時間ではありましたが、生徒たちはシリアについて多くのことを学ぶことができました。世の中に
は真偽が確かでない多くの情報が溢れています。生徒一人一人が情報に振り回されることなく確かな知
識と教養を身に付けた大人に成長できるよう、今後も国際理解教室の充実を図っていきたいと思います。
【英語科：峯重

透】

平成２８年度

意見発表会

平成２８年度文化的行事スローガン

「絆」～３２人の思いを未来に繋げる～
１２月１１日（日）に三原中学校の意見発表会が行われました。本校の意見発表会は、島内唯一の
学校行事で三原中学校の伝統的な行事でもあります。当日は、三原小学校の６年生をはじめ、多くの
保護者・地域の方々にご参観いただき、改めて行事への関心の高さを感じる事ができました。
１年生は「自分」２年生は「将来」３年生は「社会」と
１年生テーマ：自分
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、
山下 柊也 『継続は力なり』
思いや考えを発表しました。
淺沼 采佳 『自分を変えるために』
山下 紗由季『自分を見つめる』
１年生は、今の自分に真摯に向き合い自己理解を深めて
佐々木 遥羽『自分らしさとは…』
いました。２年生は、自分が体験したことを踏まえ、将来
伊勢﨑 信太『心の中の自分』
の自分と向き合うことができていました。３年生は、自分
宮木 健成 『自分の知らない自分』
福井
咲 『見つけた今までの自分』
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
五十嵐 新菜『転校生の気持ち』
察し、分かりやすく発表することができていました。どの
浅沼 ユミ 『自分と自分』
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
沖山 かなえ『自分って…』
表でした。
２年生テーマ：将来
午後の意見交換会は、他者の考えや思いを理解し、自己
峯元 啓達『島の将来』
の考えに活かすことを目的に行いました。保護者・地域の
山路 久麗々『今 できること』
大澤 妃美花『自分が考える未来の八丈島』
方にも参加していただき、幅広い考えや価値観に触れ、対
山下 舞依『私の願い』
話を通して自己の考えを伝えることができました。
河野 渚太『八丈島の将来』
これからも、三原中学校の伝統行事を大切にしていき、
沖山 祐坪『将来の夢』
沖山 愛ノ佑『将来の夢』
幅広い視野、考え方をもつことのできる三原中生を育て
沖山 あさひ『明るい末吉地区にするため
ていきたいと思います。
【文化行事担当：平賀 公章】
沖山
磯崎
奥山
木村
菊池

に』
美月『私の将来』
公作『八丈島の未来』
清正『未来の八丈島』
隆斗『恩返し』
優希『将来の職業について』

３年生テーマ：社会
玉置 航祐『無くならない詐欺』
大澤 あかり『私のメッセージ』
笹本 実秋『選挙権に誇りをもって』
沖山 一哉『対策によって守られるもの』
鴨川 康生『島を盛り上げるために』
沖山 龍『無駄な食料を減らす』
山下 慎太郎『2020 年に向けて私にできる
こと』
宮木 俊英『いじめのない世の中に』
大澤 銀河『争いのない未来を創るために』

＜発表内容

※順序は発表順です＞

卒業生の話を聞く会
受験勉強そして高校生活へと目標をもって過ごしていっても
らいたい。将来の生き方を考えてもらいたい。その一助になれ
ばと、八丈高校で活躍されている身近な先輩達の話を聞く会が
本校３年生を対象に１２月１３日（火）に開かれました。
八丈高校普通科から卒業生の大澤 慎さんと佐々木

結花さ

ん、園芸科から前田 信昭さんと前田 開吏さん、家政科から
豊田 ののかさんと卒業生の菊地 里音さんの６名に来ていた
だきました。各科の内容や八丈高校の特色、高校受験への心構
えや充実した高校生活を送るための方法、自分の進路を見つけるにはどうしたらよいかなどわかりやす
く話していただきました。これを機会に受験に向かう意欲を新たにしてくれることを担任として願うば
かりです。
【３年担任：佐久間ともか】

〈１月の主な行事予定〉
日

1日

月

火

水

木

金

土

2日

3日

4日

5日

6日

7日

9日

10 日

11 日

12 日

13 日

14 日

始業式・大掃除

合同研修会
席書会

避難訓練

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝ

凧揚げ大会

専門委員会

ﾋﾟｯｸ教育

18 日

19 日

20 日

町教研一斉部会

学校公開

英語検定

元日

8日
冬季休業日終

成人の日

パブリック

新春大会

ロードレース

15 日

職員会議

16 日

17 日

朝のつどい

S.C 勤務日

21 日

安全指導
入試前学習会(3 年)

22 日

S.C 勤務日

2 月 9 日まで

23 日

24 日

25 日

26 日

朝礼

計算

職員会議

コンテスト

29 日

S.C 勤務日

S.C 勤務日

30 日

31 日

朝礼

27 日

28 日
漢字検定(大中)

都立推薦入試

都立推薦入試

2/1

2/2

2/3

避難訓練

都立推薦発表

職員会議

新入生保護者

2/4

説明会

＊ 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)

