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２学期が始まり、早くも２ヵ月が過ぎようとしています。すっかりと秋らしい気候になりましたが、蒸
し暑い日もあるので、暑いのが苦手な私にとって衣替えが難しいなと感じています。八丈生まれなのに情
けないですが・・・でも、さすがに毛布を掛けて寝るようになりました。
さて、この約２ヵ月間には色々な嬉しいことがありました。いくつか紹介したいと思います。
その１【管内中学校陸上競技記録会】
９月３０日（日）に予定していた管内中学校陸上競技記録会は、グランド状況不良のため１日の順延を
余儀なくされました。その結果、青ヶ島中学校は予備日を設定できなかったために不参加となってしま
い、お互いに応援や交流ができなくなってしまったことがとても残念でした。でも、素晴らしい三原中生
の姿がありました。それは行進です。２８名と他の２校に比べれば極端に生徒数が少ない我が三原中で
す。縦に長い列を組むことはできません。しかし、行進するその姿はとても凛々しく、メリハリがあり、
紳士淑女そのままの行進でした。
「君たちは No.1 だ！」と心の中で嬉しい気持ちが膨らみました。後日、
氏家先生からもお褒めの言葉がありましたね。とても立派でしたよ。
その２【椿の実】
毎年９月から１１月末まで、八丈町社会福祉協議会から“椿の実（種）”回収のお願いがあり、学校を
含め各所に回収箱が設置されます。私も協力したいと毎年のように思いながらも、昨年までは本当に少な
い数しか回収することができませんでした。一つの理由は、意外と椿の木の所在を知らないこと。大きな
椿の木があっても家の敷地内のため遠慮をしてしまうこと etc. そんな折、目と鼻
の先に椿の木があり、実が落ちている場所をみつけました。灯台下暗しですね。９
月１６日（日）に坂下の中学校２校の運動会を参観した後、今年こそはとレジ袋を
片手に拾い始めました。数分後、私の隣家、山下家の三原学園３兄弟が手伝いに来
てくれました。
「黒い種が良いんだよ」とか「軽いのは中身がないなぁ」とか会話し
ながら次々と拾ってくれます。最後は、まだ落ちていない実の中の種の方が中身が
詰まっていることを発見。直接、緑の実の回収となり、あっという間にレジ袋は一
杯になりました。夕刻になり「今日はありがとう。お疲れ様。」と別れました。次の
日の祝日の朝、やや遅めに起床した私は、自宅のサッシ戸の下に袋に入った椿の種が置いてあることに気
が付きました。ぼーっと眺めていたら、三原学園３兄弟の次女＆長男の二人がせっせと種を持ってきてく
れています。まるで親鳥が雛にせっせと餌を運ぶかのようでした。本当に嬉しかったです。自然と笑顔に
なりました。君たちの心優しい行動は忘れませんよ！ありがとう。その実（種）は現在、三原中学校の回
収箱に入っています。
その３【全へき京都大会】
今年の全国へき地教育研究大会の開催地は京都府でした。１０月１２日（金）
、私が訪問したのは台風
２４号の傷跡が未だに周辺に残っていた、山間部にある京都市立宕陰（とういん）小中学校という一貫校
です。児童７名、生徒３名で合計１０名。規模からすると青ヶ島と同じくらいですね。既に運動会は１学
期に終わったということなので、学校代表生徒で中学３年の女子に「運動会ではどんなことを意識して、
みんなをまとめようとしたのですか？」という質問をすると、
『みんなを信じることです。』と即座に答え
てくれました。そして向日葵の種が入った小さな袋を私に渡しながら「今年は天候不順で良い種ではない
かもしれませんが、先生の学校に持って帰って咲かせてください」と私の目を見ながら話しました。何故
か、とても嬉しかった時間です。来年の春になったら種を蒔き、きっときっと咲かせます。
「嬉しい」の体験は心の栄養となります。生徒のみなさんもたくさんの「嬉しい」を味わって欲しいと
思います。

〈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/

陸上競技記録会

今月１日（月）第 58 回八丈管内中学校
陸上競技記録会が行われました。中間考査
が終わってからの約２週間、最上級生が頑
張る姿勢を背中で見せてくれました。その
姿勢が後輩へ伝わり、一丸となって練習す
る様子が印象的でした。本番では目標達成
できた生徒も悔しい思いをした生徒もい
ますが、努力をしたからこそそれぞれの思いが成長につながりました。
保護者や地域の皆様、延期後の平日開催にも関わらず、温かいご声援をいただきありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。【保健体育科：氏家

正博】

生 徒 会 役 員 選 挙
10 月３日に生徒会役員選挙が行われました。立候補者は、朝の時間
や給食の時間を活用しながら、この日まで選挙活動を続けてきました。
立会演説会では、演説から熱意を感じました。全校生徒で選出した三
原中学校の新しいリーダーとともに、生徒会活動をより活発にしてい
きましょう。
選挙を行うにあたり、選挙
管理委員会が準備・運営など
の仕事を責任もって進めてくれました。来年度も選管を任せた
い、頼もしいメンバーでした。
そして、前生徒会本部役員が任期を終えました。１年間、よく
頑張ってくれたと思います。これからは支える立場として活躍を
期待しています。【生徒会担当：干田 美鈴】

９月 26 日（水）に行われた２回目の校外学習。あいにくの天気でしたが、無事終えることができま
した。今回は２班に分かれての活動でした。
産業班は坂下に出かけました。ジャージーカフェ
では、１回目の牧場見学で得た情報を基に質疑応答
の時間を多く取りました。生徒の質問に気持ちよく
答えてくださった歌川さん。お世話になりました。
藍ヶ江水産では、ムロをさばくところからクサヤ製
造の体験をしました。丁寧にご指導くださった加藤
さん、ありがとうございました。
歴史班は坂上の戦跡めぐりをしました。出発前に林先生からお話をいた
だきました。途中雨に降られましたが、予定した場所はすべて見学するこ
とができました。地元でありながら、知らないことが多いことに気付きま
したね。林先生のわかりやすい案内のおかげで、
多くの知識を得ることができました。林先生、前
回に引き続き、ありがとうございました。
今後は、この校外学習で学んだことを、発表に
向けてまとめていきます。お世話になった多くの方々への感謝の気持ちを込め
て、きちんとした発表にしたいと思います。１年生８名に期待してください。
【１学年主任：朝比奈 基志】

第３回三原大運動会

進捗状況をお伝えします。
10 月半ばから第３回三原大運動会へ向けて
の活動が始まりました。「小学校６年生と一緒
にリーダーシップをとりながら、全員で協力し
て頑張っていきたい。」という思いを３年生の
キャプテンから聞きました。その目標に向かっ
て、不器用なところもありましたが、精一杯声
を掛け、考え抜き、練習に取り組む様子が見られました。９年間で最後の運動会。28 日に延期となって
しまいましたが、３年生の想いが三原学園に伝わって、今年の大会テーマでもある「全身全霊」をかけて
競技に取り組む姿を皆様にお見せできればと思います。
運動会当日、朝早くから、校庭整備やお弁当のご準備等ご協力いただき、ありがとうございました。
28 日も大変お忙しいとは思いますが、会場にお越しいただき、頑張っている児童・生徒へ温かいご声援
をいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。【保健体育科：氏家

正博】

島 内 駅 伝 選 考 会
記録会が終わったばかりの 10 月４日（木）。悪天候の中、
駅伝大会島内選考会が行われました。選出される選手は女
子６名、男子は７名。この選考会に挑戦しようという気持ち
がとても嬉しいですし、これからの成長に大きくつながっ
ていくと思います。降りしきる雨の中で、良いパフォーマン
スは出しにくい環境でしたが、１秒でもタイムを縮めよう
と力を振り絞って走る姿、本当にかっこよかったです。三原
中からは３名が八丈島の代表に選ばれました。練習を積み
重ねて、今回選ばれなかった仲間の分も都大会で力をぶつ
けましょう。
応援に来て下さった保護者の皆様、ご声援ありがとうございました。
【保健体育科：氏家 正博】

〈11 月の主な行事予定〉
15 日（木）～17 日（土）は学校公開期間です。公開時間は８：30 から 15：15（17 日（土）は 11：
10）までです。三原中生の授業の様子を、ぜひご参観ください。
日

月

10/28

10/29

三原大運動会

振替休業日

4日

5日

火

10/30

6日

朝礼・安全指導
専門委員会

11 日

12 日

水

木

13 日

児童部活動体験始

2日

1日

職場体験(2 年)
合同研修会
放課後学習教室

職場体験（2 年） 職場体験（2 年） 文化の日
東京都教育の日

7日

8日

9日

3日

10 日

避難訓練

14 日

15 日

ふれあい天文学
(2・3 年)
町教研一斉部会

中学生議会(3 年) 職場体験報告会
土曜授業
(1，2 年)
進路説明会(3 年)
学校公開始
児童部活動体験終
学校運営連絡会
学校公開終

16 日

18 日

19 日

20 日

21 日

22 日

23 日

都駅伝大会

朝礼
補習教室

補習教室

職員会議
S.C 勤務日
放課後学習教室

補習教室

勤労感謝の日

25 日

26 日

27 日

28 日

29 日

30 日

地域交流会
合同職員会議
放課後学習教室

学校評価アンケート

模擬裁判(3 年)
オリ・パラ教育

期末考査(～28 日)

土

10/31

全校道徳
職員会議
S.C 勤務日
放課後学習教室

朝のつどい

金

授業アンケート(始)

17 日

24 日

12/1

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)

