
 

 

 

 

 

 

 

 

「ひとつしかない命を大切に」 
校長 松岡 健 

 

 私が大賀郷中学校へくる前に勤務していた自治体での話です。生徒が自転車の事故で亡

くなったということがありました。その自治体は、坂の多い地域で、住宅が密集している

ため、見通しがきかない交差点がたくさんありました。彼は、少し薄暗い夕方、塾へ行く

ために自転車でかなりのスピードを出していました。時間に遅れそうだったため、ハンド

ルの自由もきかないぐらいのスピードで走行中、自動車に接触し投げ出されてしまったの

です。ヘルメットはしていませんでした。残念なことですが、10 数年の生涯を終えるこ

ととなりました。家族や友人の哀しむ姿は、今でも忘れられません。 

彼の命を無駄にしないためにも、いろいろ考えてみました。まず、時間に遅れないよう

にと頭がいっぱいになっていたのではないかということです。次に、歩行者や自転車に

乗っている人は、交通規則から守られているのではないかと錯覚してはいないかというこ

とです。このときの交通事故に限ったことではありませんが、人間は何らかの理由で集中

していなかったり、意識が別のところにあったりすることがあります。そのようなときに

ルールを甘く見ていると事故にあう可能性が高まってしまうのではないかと思ったのです。 

先日、大賀郷中学校でも八丈警察の方に来ていただき、自転車安全教室が開催されまし

た。生徒の数人が正しい乗り方の実演をしてくれまし

た。登下校やプライベートでも自転車を使用する機会

は多いはずです。交通ルールを守る習慣を身に付け

て、ひとつしかない命を大切にしてもらいたいもので

す。 

＊教育活動の様子は、学校HPの「大中日記」で紹介し

ております。ぜひ、ご覧ください。 

 
＊5・６月朝礼等での校長講話概要は以下の通りです。
ご家庭でも話題にしてみてくだい。 
・5 月 21 日朝礼「ゆっくり動く」 

人間だれでも調子が悪い、何をやってもうまくいかないときがあります。そのようなときは、気

づかないうちにひとつひとつの動作が速くなっています。意識してゆっくり動いてみましょう。 

・5 月 28 日朝礼「免許や資格」 

何か職業に就いたり、特別なことをしなければならないときに必要なものです。その第一歩とし

て、検定試験にチャレンジしてみましょう。英語、漢字、数学検定 3 級の三冠王を目指してみま

しょう。 

・6 月 4 日朝礼「これからの生き方について」 

  今日から 3年生が自分の未来を語ります。未来のことは誰もわからないけれど、時の流れに身をま

かせるのではなく、自分自身のことを他の人のスピーチからヒントを得てほしいとも思っていま

す。 

・進んで学習する人 

・礼儀を大切にする人 

・心身ともに健康な人 

＜教育目標＞ 

八丈町立大賀郷中学校 

平成３０年６月２０日 



・6 月 8 日職場体験報告会「八丈町の未来」 

  職場体験活動は、八丈島の未来にとっても大きな意味があります。中学生が町を支える人たちの

頑張りや社会に貢献する意義を学び、町への誇りをもてるように事業所の方が協力してください

ました。 

・6 月 11 日「コロンビアという国」 

  W 杯で対戦する国に違う見方で興味をもってください。コロンビアは、エメラルドの産出量世界

第 1位、カーネーションの輸出量世界第 3位です。日本で流通するカーネーションは、ほぼコロン

ビア産です。 

・6 月 18 日「セネガル・ポーランドという国」 

  自動車のレース「パリ・ダカールラリー」で有名なセネガル。毎朝、運動好きな人が海岸に多数

集まり、スポーツを楽しむ、大賀郷中学校と似たような文化があります。また、ポーランドの英

雄「ショパン」。世界的に有名な作曲家で、その功績をたたえて、空港名を「ワルシャワ・ショ

パン空港」と名付けました。八丈島？？空港になるでしょうか？ 

 

◎保護者・地域の皆様へ 
 ○セーフティ教室  

・日 時 ７月１０日（火）１４：１５～１５：００  

  ・講 師 ＮＴＴドコモ 高橋 純子さん 八丈島警察署防犯係 

  ・内 容  ①子供のトラブルを防ぐためには 

       ②姿の見えない人との通信や情報公開の危険性 

  ＊今年は、保護者・地域の方向けの講座をやっていただけます。 

   大人もＳＮＳのことをよく知っていないと正しい指導ができま 

せん。子供たちを危険から守るため、お誘いあわせの上、是非お越しください。 

 

○アンサンブルコンサート（１年） 
  ・日 時 ７月１１日（水）１０：３０～１２：２０ 音楽室 

  ・演奏者 木管五重奏団ボーダーズ 

  ・内 容 「カルメン」「くるみ割り人形」「サウンド・オブ・ミュージック」等 

  ＊生の演奏（クラリネット・オーボエ・フルート・ファゴット・ホルン）を聴きませ 

んか。生徒は１年生対象ですが、保護者は全学年対象です。お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○サッカー部（三原中との合同チーム） 

 八丈支部代表決定戦 第１戦 ６月 ２日（土）７－０ 

           第２戦 ６月 ９日（土）８－０ 

  ２戦合計１５－０で支部代表権を獲得しました。島しょ大会に勝ち、都大会出場を 

  目指します。７月２２日（日）島しょ大会、７月２３日（月）都大会（会場未定） 

○野球部（３校合同チーム） 

 東京都中体連軟式野球選手権大会 ７月２１日（土）奥戸野球場 

○バレーボール部（３校合同チーム） 

 島しょ地区バレーボール選手権大会 ７月２１日（土）未定 

 東京都中学校総合体育大会     ７月２２日（金）島嶼大会の結果で決定 

○音楽部 

 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール２０１８ ７月２７日（金）府中の森芸術劇場 

ええたばちゃん 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆HP「大中日記」毎日更新しています。 

日々のタイムリーな話題を載せて 

いきます。 

ぜひご覧ください。 

◇体力測定   ６月５日（火） 

 ３学年一緒に体力測 

定を実施しました。 

 立幅とび、反復横跳 

び、握力などの測定を 

しました。昨年より数 

値があがっている生徒 

ばかりでした。 

 

◇漢字力強化週間 ５月２８日～６月１日 

 漢字力の強化を目指し 

て毎朝プリント学習に取 

り組みました。４日のコ 

ンテストの結果、満点賞 

１２人、努力賞（あと１問） 

が９人と多くの生徒が優 

秀な成績を残しました。 

◇避難訓練    ６月１日（金） 

 職員室が出火とい 

うことで放送の指示 

がありませんでした。 

現場の先生の指示の 

もと素早い対応がで 

きました。消火器の 

使い方を学びました。 

◇職場体験報告会 ６月８日（金） 

 ２年生による職場 

体験の報告会があり 

ました。事業所の方 

に大勢来ていただき、 

保護者も併せて２０ 

名以上の来校があり 

ました。 

 
◇大小交流   ６月８日（金） 

 大中１年生と大小 

２年生が一緒にカン 

モの苗を植えました。 

その後、鬼ごっこや 

しっぽとりをして一 

緒に遊びました。優 

しいお兄さん・お姉 

さんの姿を見ることができました。 

◇プール清掃   ６月１３日（水） 

 １３日に変更し、 

薄曇りでしたが無事 

に清掃を終えること 

ができました。恒例 

のハプニングを楽し 

んだようです。先生 

方も張り切って参加していました。夏の日差し

が待たれるところです。 

◇ちょんこめ作業所見学 ６月１４日（木） 

 １年生が作業所 

を訪問し、作業の 

様子を見学・体験 

させていただきま 

した。今度は来月 

６日に大中で交流 

会が行われる予定 

です。 

◇自転車安全教室 ６月１２日（火） 

 大中がヘルメッ 

ト着用を義務づけて 

３年になります。お 

かげさまで大きなケ 

ガなくきています。 

一時停止は必ず止ま 

りましょう 



 

６月 

２３日（土） 土曜授業日 

２５日（月）～ 

２７日（水） 
期末考査 

２７日（水） ３年進路説明会⑥ 

２８日（木） ３年復習確認テスト 

７月 

 ３日（火） 避難訓練 

  ５日（木） ２年東京都生徒の学力向上を図る調査 

  ６日（金） 
３年租税教室 

１年ちょんこめ作業所との交流⑤⑥ 

 ７日（土） 学習教室 

１０日（火） 
セーフティ教室（生徒）⑤ 

セーフティ教室（保護者・地域）⑥ 保護者会 

１１日（水） １年アンサンブルコンサート③④ 

１３日（金） ３年卒業生の話を聞く会  

１９日（火） 壮行会 終業式 大掃除 

２０日（水） 通常授業（４校時まで）＊給食なし 

八丈島小中高 PTA 連合会 定期総会 

5月 31日（金）午後 7時～ 

都立八丈高校視聴覚ホールで定期総会が開催されました。 

・昨年度活動報告及び監査報告 

・今年度役員の承認（敬称略） 

 （会長）沖山 重彦 （副会長）伊勢崎義信・平井一弘 

                 ・今年度活動計画 

                 ・今年度予算 

                 ・会計監査の選出 

                 ・島しょＰ連協議会 

                 

宅 ） 

 

 

 

「ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝｻｰﾄ」「卒業

生の話を聞く会」は、保

護者・地域の皆さんも参

観できます。ぜひ学校に

いらしてください！ 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 
６月 2７日（水） 

７月 ４日（水） 

  １１日（水） 

  １８日（水） 

相談をご希望の方

は、副校長までご

連絡下さい。 

３０年度Ｐ連日程 
９／９ ソフトボール大会 

バレーボール大会 

１２／２ 卓球大会 

２／16・ 17 作品展 

     父母と教職員の集い  

 ＰＴＡ文化部 

陶芸教室～手びねりで作ろう～ 

場 所：大中美術室 

作 品：陶芸品（カップや皿等） 

参加費:５百円 

日 程：７月７日（土）成形 

    ９月８日（土）絵付け 

持ち物：エプロン、雑巾 

 日程は後日、お知らせします。 

 

 

 

大中グリーンキーパーズ 

芝生管理事業 
７月２１日（土） 

AM８：００～９：００ 

保護者・地域の皆様御協力お願い

します。 

なつやす 


