
 

 

 

 

 

 

 

 

「運動会を経て、学びの秋に」 

校長 松岡 健 

 

 平成最後の２学期が始まり、２週間が過ぎました。平成最後の夏休み期間は、大きな事

件、事故に巻き込まれることなく、それぞれに素敵な時間を過ごせたようです。心も身体

も少し成長した始業式、9月 3日がありました。 

 9 月 16 日、大賀郷中学校では、第６５回の運動会が開催され、保護者の皆様や地域の

方にご協力を頂きながら、無事終えることができました。特に前日の校庭整備、また当日

朝の会場準備には、多くのご協力とご援助をいただきました。改めまして、感謝をいたし

ます。この 2 週間の気候の変動には悩まされました。秋の気配が漂ったかと思えば、急に

暑くなり、体調の管理は例年以上に大変だったように思います。幸運だったのは、当日も

含めて何とか雨の影響が最小限で済んだことです。 

さて、今年のスローガンは、「平成の戦、大中の走」。このスローガンに見合う運動会が

できるように、開会式では、生徒に以下の３つのことをお願いしました。 

 

・学年の枠を超えた団結をみせてほしい。 

・すべてのことに全力をつくし、仲間を応援して

ほしい。 

・各自の役割をきちんと果たしてほしい。 

 

 競技が進むにつれて、紅白とも 3 年生がリー

ダーシップをとり、生徒席からの応援の声が聞こ

え、桃桜の 4 名にはさらに大きな声援がとび、時

間とともに笑顔が増え、絆が深まってきたように

見えました。100M 走では、紅組団長が 11 秒台で駆け抜け、1500M 走では、白組団長が

トップでゴール。全力を尽くしたゴール後には抱擁が見られ、戦った相手への感謝の意が

見て取れました。伝統の大中行進をはじめ、勝ち負けに関係ある部分、そうでない部分で

も、全力のパフォーマンスをお見せできたものと思っています。「ぼくの前に道はない 

ぼくの後ろに道はできる」高村光太郎さんの『道程』にあるようにこれからも伝統が受け

継がれていくことを確信しました。「すごかったね」「素敵だったね」「素晴らしかった

ね」このような言葉が飛び交う学校を作りあげていきたいと思います。学びの秋に大賀郷

中学校生徒の益々の活躍に期待してください。次回は、月末の陸上記録会となります。よ

ろしくお願い致します。 

優勝：白組 ムカデ競走優勝：3 年梅組 クラス旗優勝：2 年梅組 

・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９月２５日 



＊朝礼、式等での校長講話概要です。ご家庭でも話題にしてみてください。 

・７月１９日 1学期終業式「自分自身をコントロールしていく夏休みに」 

  全員に共通したスケジュールのない夏休み。4 つの提案をします。「誰にでもあいさ

つを欠かさないこと」「社会のルールやマナーを改めて確認すること」「2 学期をど

う過ごすか考えておくこと」「命を大切にすること」皆さんの適切な判断を望んでい

ます。 

・９月３日 2学期始業式「朝のスタートを大切に」 

  2 学期は行事が目白押し。忙しい時期だからこそ、朝のスタートを大切にしてほしい

と思います。具体的には朝読書。規則正しく、継続することで脳は活性化し、健康な

身体を維持できるのです。読書は大切な活動です。 

・９月１０日 全校朝礼「すごいね、素晴らしいね、素敵だね」 

  夏の甲子園で準優勝した金足農業高校硬式野球部。この野球部には、大黒柱がいて、

その大黒柱が引っ張る場面あり、また、周りが支える場面あり、こうした集団の絆が

感じられたから賞賛の意見が多かったのだと思います。大賀郷中学校の運動会もその

ような絆の感じられる場面が多くあることを願っています。 

 

 

 

7 月は東京都教育委員会のすすめる体罰防止

月間ということで、大中でも体罰防止について

教職員の研修を実施しました。体罰は、いかな

る場合においても絶対にあってはならないこと

です。どのような行為が体罰に当たるのかなど

を、具体的に細かく検討し、体罰と不適切な行

為を「許されない行為」として認識を深めまし

た。また、生徒との信頼関係を大切にし、生徒

に実感をともなった指導を心掛けるため、右の

体罰根絶宣言を大中のスローガンとして掲げています。 

 

 

 

 今年は、中国・関西地方を中心に大雨や暴風、関東でも短時間で

の集中豪雨がありました。今後も台風の発生が予想され、慣れっこ

になってしまいがちですが、やはり登下校などでは十分に注意を払

うことは忘れてはなりません。また、緊急時の対応についてもぜひ

ご家族で話し合い、確認しておいてほしいと思います。 

【緊急時の連絡】一斉メールでお知らせします。登録していない方 

はメールの届く方と連絡が取れるようにしておいてください。 

メールアドレスの変更、追加登録はいつでも御相談ください。 

【緊急時の引き取り】自動車で引き取りに来る場合には校舎裏から原山

団地に抜けてください。（右図）原則として保護者または緊急連絡先 

（生徒個人環境調査簿に記載）の方、保護者から指定を受けた方に引渡します。連絡が取れな

い場合は学校に留め置きます。（学校は津波などで緊急時避難場所となる場合があります。） 

 

八丈町立大賀郷中学校 

全校でアンガ-マネジメントすること 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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。 
◇部活動夏季大会結果   
・野球部（３校合同チーム） 
〔都大会１回戦〕対 大島合同中 １-１１ 
             （３回コールドで敗戦）  

 
・バレーボール部（３校合同チーム） 
〔島しょ大会〕優勝   
対 小笠原中２-０／対 新島中２-０／対 三宅中２-０ 

〔都大会〕対 国分寺三中 0-2 敗戦 
 
・サッカー部  
〔島しょ大会〕優勝  
 対 小笠原中 ７－０／対大島一中 ３対２ 
〔都大会〕対 明大中野 0―５ 敗戦 
 

・音楽部 NHK全国学校音楽コンクール 奨励賞 
 
・バドミントン部 
〔島しょ大会〕 
 シングルス １回戦 敗退 
 

◎保護者・地域の皆様へ◎ 
応援ありがとうございました。心より感謝申し上
げます。これからも部活動への御理解と御協力を 
よろしくお願い致します。 

◇部活動壮行会 ７月１９日（木） 

 日頃の部活動の 

練習の成果が試され 

る夏季大会・Ｎコン 

に参加する生徒の壮 

行会が開かれました。 

 野球部・バレー部 

サッカー部・音楽部が目標を発表しました。３

年生の熱い思いが伝わってきました。 

◇ＳＡＣ週間 ８月２７～３０日 

 スーパーアクティ 

ブスクール指定校と 

して夏休みに体力向 

上を図りました。 

２９日に玉井先生を 

お招きし、ヨガ教室 

を行いました。 

◇避難訓練・集団下校 ９月３日（月） 

 地区ごとに班長を 

を決めて、集団下校 

をしました。 

  災害が予想される 

るとき、凶悪犯が潜 

伏しているおそれが 

あるときは集団下校 

となります。 

◇校庭整備   ９月１５日（土） 

 運動会の前日に校 

庭整備を行いました。 

保護者・地域の皆さ 

んに２５名以上来て 

いただき、おかげさ 

まで大変きれいにな 

りました。ありがと 

うございました。 

 
◇運動会    ９月１６日（日） 

天気が少し心配さ 

れましたが、予定通 

り実施できました。 

多くの来賓・保護者 

・地域の皆様に御来 

校いただき、心より 

感謝申し上げます。 

◇ 敬老会    ９月１７日（月） 

大賀郷公民館で開 

かれた敬老会に音楽 

部の生徒が参加しま 

した。「ふるさと」 

「小さな勇気」「歌 

よありがとう」の３ 

曲を歌わせていただ 

き、お祝いしました。 



 

 
 

９月 

 

２６日（水） キャリア教育講演会⑤ 関 健作さん 

２７日（木） 生徒会役員選挙⑥ 

２８日（金） ２年第１回八高体験学習⑥ 

３０日（日） 八丈管内陸上競技記録会（三原中） 

 

 

１０月 

１日（月） 振替休業日 

４日（木） 駅伝選考会 

５日（金） 
桃・桜組宿泊行事（～６日） 

２年第２回八高体験学習⑥ 

６日（土） 土曜授業日 １・３年金融教育 

１０日（水） キャリア教育講演会⑤ 関根美咲さん  

１１日（木） 中間考査  

１２日（金） 
中間考査 委員会 

３年八丈高校訪問⑤⑥八高園芸・家政科体験（１３日） 

１５日（月） 進路説明会⑥ 

１５～１９日 英単語力強化週間 

１６日（火） 八丈太鼓教室 1 年⑤ ３年⑥ 

１８日（木） ３年保育実習①～④ 生徒総会⑥ 

２０日（土） 校庭芝整備 8:00～9:00  

２３日（月） スペリングコンテスト① 

２６日（金） 音楽会予行①～③ 

２８日（日） 音楽会 

記録会（三原中）・音楽

会（おじゃれホール）・

進路説明会、キャリア教

育講演会等、ぜひ参観に

いらしてください！ 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 
 ９月２６日（水） 

１０月１０日（水） 

１７日（水） 

   ２４日（水） 

相談をご希望の方

は、副校長までご

連絡下さい。 

Ｐ連球技大会 ９月９日（日） 
・ソフトボール （富士グランド） 
 昨年に引き続き三原学園と対戦し、健闘むなしく破れてしまいましたが、 
八高Ａチームとの戦いでは打線がつながり１勝できました。午後は２位リーグで、楽
しくプレーしました。 
○予選リーグ 対三原学園中（３－１４） 対八高Ａ（１３－２）１勝１敗 
●２位リーグ 対三小Ｂ（４－８） 対八丈Ｂ（６－８） ２敗 
・バレーボール（八丈高校） 
 大接戦の連続（すべてフルセット）で、紙一重の差で１位リーグには行けませんで
したが、昨年と同様５位の成績でした。お疲れさまでした。 
○予選リーグ 対大小Ｂ（２－１）  対八丈高校（１－２） １勝１敗 
●２位リーグ 対富士中（２－１）  対三原学園Ａ（１－２） 
☆１２月は卓球です。多くの方の参加をお待ちしています。 

キャリア・生き方講演会のお知らせ 

平成３０年１０月１０日（水）１８：３０～ ミーティングルーム 関根 美咲 氏 

＊五輪選手の母親として、２０２０年東京五輪への連続出場を目指すアスリートの母としての子育て論

を展開していただく予定。娘（花観）さん－2018名古屋ウイメンズマラソン優勝。ＴＭＧ出場権獲得。 

 

 

 

 

 

 

 


