萩市立旭中学校

５月１５日（火）に第１回佐々並小・明木小・旭中学校運営協議会
が開催されました。会議の前に、明木小・旭中学校の授業参観をして
いただきました。右の写真は明木小学校の新入生５人の様子です。
あさひ保育園の山根園長先生も来校され、とても張り切っていました。
会議では、まず会長、役員の選出が行われました。会長は、昨年度
に引き続き、守永 辰夫 様 に決定いたしました。会長をはじめ役員、委員の皆様、
本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
その後、各小・中学校の本年度の学校経営方針について各校長が説
明し、承認されました。
本年度は、旭地域の３つの小・中学校で共通して取り組むことを増
やしました。３校で共通して子どもたちが取り組む【チャレンジ目標】
を「進んであいさつ」
「しっかり読書」
「だまって掃除」の３つにしま
した。また、３校での交流学習を充実したり、３校の教員で合同研修
会を実施したりします。
全体会の後、学校別部会を明木地域と佐々並地域に分かれて、子
ども達の地域における状況などについて、学校運営協議会の委員さ
んからお気付きをいただき、全体会でも情報共有を図りました。
次に、
「旭グリーンネット」の理事会が開催されました。７月に
開催される総会に向けて、平成２９年度の事業及び会計決算報告、
平成３０年度の事業計画及び会計予算案の審議が行われました。
ここで協議した各事項を７月の第１回目の総会で提出され、「育ち部会」
や「学び部会」などの部会別活動内容など具体的な動きが決まります。

山口県教育委員会・萩市教育委員会では、
「地域教育力日本一」の実現をめざして、
「やまぐち型地域
連携教育」を推進しています。現在、山口県内のすべての学校は、
「コミュニティ･スクール」になって
います。学校・家庭・地域が連携・協働して、
「学校運営の質の向上（学校運営）
」
「学校教育の質の向上
（学校支援）
」
「地域のよりどころとなる学校づくり（地域貢献）
」をめざしています。
このことを受けて、旭中学校区の各学校でも上記の「学校運営協議会」
「旭グリーンネット」で取組につ
いて協議し、地域と一緒になって様々な諸活動を行っています。
そのような中、先日開催された「旭中学校生徒総会」での
一場面を紹介いたします。
生徒総会での要望事項の１つに、
「地域との交流を増やしてほ
しい」という議題があり、全校生徒で次のような議論をしました。
地域の人と交流する意義は何ですか？
◯地域の人に自分たちの成長を見てもらえる。
◯私たちと交流することにより地域の人が元気になる。
◯地域の人と交流することが楽しい。

地域の人とどんな交流がしたいですか？
◯レクリエーション
◯スポーツ

◯いろんな人と話す場

交流でどんなことを心がけたいですか？
◯積極的に話しかけたい。
◯元気のよいあいさつをしたい。
◯笑顔で、礼儀正しい言葉づかいで話しかけたい。
◯おもてなしの心が大切。

◯コミュニケーションをとることで成長できる。
◯地域のことをもっと知ることができる。
◯地域の人が喜んでくれる。

中学生は、積極的に挙手をし、自分の思いや考えを
発表しました。中学生の視点はとても大切で、自分た
ちで何とかしようという思いが伝わってきます。
『地域を元気に』
『自分たちも成長』
『交流が楽しい』
この３つをキーワードにこれからも学校・家庭・地域
が連携して教育活動や地域行事の参加に取り組んでい
きたいと思います。
地域の皆様も中学生にお声かけをよろしくお願いい
たします。
（旭中学校長 武波 英次郎）

５月１１日（金）
、３・４年生が明木自然薯研
５月２日（水）
、１年生を迎える会をしました。
究会の皆さんのご指導で、自然薯の種芋植えを
運営委員会の進行のもと、縦割り班に分かれ、
各学級で考えたゲームをみんなで楽しみました。 しました。
最初に、代表の岡村善武さんから自然薯の育
ゲームの中で１年生を励ましたり、手をつな
ち方の話をうかがいました。それから、塩ビ板
いだり、おぶったりする姿がみられ、班の絆も
深まったようでした。また、１年生がインタビ の上に土をかぶせ、種芋が折れないように優し
ューに堂々と答え、上級生が感心する場面もあ く持ち向きに気をつけながら、一人２本ずつ植
えました。
りました。
その後、自分たちで名付けた農園の看板をみ
最後に、中学生からエールを送られ、元気を
んなで取り付けました。
「三・四年のおいしいね
もらいました。これからも、縦割り班活動を通
ば～るじねんじょ農園」は明木駐在所前、藏屋
して、友だちを思いやる心を育んでいきたいと
公民館横です。地域の皆様も、自然薯のこれか
思います。
らの成長をぜひご覧ください。

５月１０日（木）、青い空のもと、笛吹の「みのり農
園」で学習支援者 の守永正範さん、伊藤一示さ
ん、内海政美さんに指導していただき、全校児童と
保護者で田植えを行いました。
前日に、５・６年生が線引きをていねいに行った
おかげで、まっすぐに苗を植えることができました。ま
た、伊藤一示さん宅に民泊中の北九州市立高生
中学校の生徒さん 3 名のお手伝いもあり、たいへ
ん手際よく仕事を進めることができました。
6 回目の田植えとなる 6 年生は慣れた手つきで、
初めての１年生も上級生に教わりながら、みんな一
生懸命に働いていました。
全 校 みんなでおうちの人と共に汗を流し食物を
育てたこの体験が、たくましく生きる力やふるさと旭を
愛する気持ちを育んでいくことと思います。

笛吹農地・水・環境保全倶楽部（水辺の教室）
から、水辺の生き物の本をいただきました。
１・２年生の生活科や３～６年生の総合的な
学習の時間における調べ学習や日頃の読書の時
間に活用させていただきます。さっそく、２年
生が川や田んぼで見つけた生き物を熱心に調べ
ていました。子どもたちは、生き物が大好きで
す。本からたくさんの知識を吸収して、さらに
生き物や自然に対して興味･関心を高めること
でしょう。

ベルマーク収集のお願い

小学生のために寄付していただきました。

ＰＴＡ活動の一環として、ベルマークを集めてい
ます。ベルマークの 1 点が 1 円となり、学校の教
育備品や教材・教具を購入することができます。
プリンタの使用済みインクは、１個５点です。ぜひ、
ベルマーク収集にご協力ください。
第 1 回の収集整理日は、７月 1９日の予定で
す。提出日まで、ご家庭で保管ください。
今年度より、明木公民館に収集箱を置いて
いただけることになりました。地域の皆様もご協
力をお願いいたします。

３年修学旅行（奈良・京都・大阪）
5 月 7 日（月）、8 日（火）、9 日（水）の 3 日間で 3 年生
が修学旅行を行いました。
１日目は、小雨のスタートとなり､体育館で出発式
を行い新山口に向かいま
した。法隆寺では小雨の
中の西院、東院の見学を
しました。拝観者が少な
く順調に宝物館などの拝
観をすることができまし
た。東大寺では、雨脚が強
くなり南大門、大仏殿を拝観し京都の宿舎へ向かい
ました。
２日目は、４班に分かれ班別自
主研修を行いました。事前学習で
綿密に計画した予定に従って 研
修に臨みましたが、この日、生徒
たちを一番惑わしたものは いく
つもある同じ名前のバス停留所でした。全ての班が
予定通り研修を終えることができました。
３日目は、生徒たちが一番楽しみにしていたＵＳ
Ｊ！ ここで も入 場者
の少な い時間 帯に 入場
することができました。
バディを組み、絶叫系の
乗り物に臨む者、ひたす
ら園内を訪ね歩く者、キ
ャラク ターグ ッズ を買
い求め変身する者などさまざまでしたが、生徒全員
存分に楽しんでいました。

５月９日（水）
、１０日（木）の２日間、職場
体験学習を実施しまし
た。１年生で学習した職
業調べをベースに、一人
ひとりが「将来の夢」に
ついて考え、萩市の事業
所の中から体験学習を
してみたい事業所を選
びました。依頼の電話
をかけるのもどきどき
で、敬語の使い方など
かなり緊張していまし
た。２日間の実習は､そ
れぞれ真剣に頑張り、緊張の２日間でしたが有
意義な学習となったようです。お世話になった
事業所への礼状も、何度も推こうを重ね､丁寧
な文字で一生懸命書いていました。多くの事業
所に大変お世話になったこの体験をこれから
の学校生活に生かし、立志式や進路に向けた大
いに役立て、
「将来の夢」の実現につなげてほ
しいと願っています。

５月９日（水）に、フィールドワーク萩往還
を行いました。今年は「防長国境」から「旭中
学校」までの１６．７㎞を１日かけて歩きまし
た。午前中は「逆修石」
や「松陰先生東送の
碑」
「日南瀬の石風呂」
「首切れ地蔵」など先
輩たちとは違った史
跡を巡りました。佐々
並の町並み、家々に伝
わる昔話を調べまし
た。佐々並からは急な
上り坂になりますが、
落合の休憩所で昼食
をとり、午後は「落合
の石橋」「七賢堂」を
経て「一升谷」を下り、
無事ゴールの旭中学
校にたどり着きました。１０月の文化祭での発
表を目標に、これから明木図書館や萩図書館で
の調べ学習を進めていきます。

５月１９日（土）
、２０日（日）に春の県体が
行われました。陸上競技部、バドミントン部、
卓球部が県体に出場しました。
［大会結果］
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ男子団体戦 ３位
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ男子個人戦 ３位 白上・藤村組
陸上競技部 男子２００ｍ ６位 上領洸太
女子砲丸投 ７位 児玉幸咲

５月２４日（木）
、生徒総会を開きました。
生徒は、生徒総会に向けて、学級で話し合い
をすすめ本番に臨みました。
３年生には最後の生徒総会でしたが、感想に、
「難しい議題だったけど、最後はしっかりまと
まったので、いい生徒総会になったと思う。今
日決まったことができるように頑張りたい。
」
「自分の意見を言う時、しっかりとまわりに伝
えることができてよ
かった。今回の経験を
ほかの場で生かせた
らいいと思う。
」など、
３年生として充実し
た生徒総会にするこ
とができたようです。

旭地域の３つの小・中学校（佐々並小学校・明木小学校・
旭中学校）では、小・中学生が集会や授業、給食等で、定期
的に交流を行っています。今年は、６月７日（木）に、明木
小・旭中学校で、３校交流学習を実施します。
本年度は、保護者の皆様や地域の皆様にも交流の様子をぜ
ひご覧いただきたくご案内いたします。
右の表にありますように、小中学生の自主企画による交流
集会をスタートに、佐々並小と明木小の３～６年の児童が一
緒に中学校教員の授業を受けます。一緒に給食を食べた後、
小学校５・６年と中学生で「ビブリオバトル」を明木図書館
の方のご協力を得て、開催します。
なお、地域の方にも参加していただく予定ですので、読書
好きの方は、明木小・旭中学校にお知らせいただき、ぜひご
参加ください。お待ちしております。
「ビブリオバトル」については右
の説明をご覧ください。
３校交流学習の様子については７
月号にてお知らせをいたします。
また、１１月１２日（月）には、
明木小の６年生と中学生が佐々並小
昨年のビブリオバトルの様子
で交流学習を行う予定です。

１０：３０～１１：１５ 交流集会（小中学生による自主企画）
１１：２５～１２：１０ 交流授業
（小１・２年生） 図画工作の授業
（小３・４年生） 中学校教員による体育科の授業
（小５・６年生） 中学校教員による社会科の授業
１２：１０～１３：００ 交流給食
１４：００～１５：００ ビブリオバトル（体育館）
（小５・６年生・中学生） 地域の方も参加されます
１４：１０～１４：５５ 交流授業
（小１・２年生） 保健師による手洗い指導等
（小３・４年生） 中学校教員による外国語活動の授業

ビブリオバトルとは？
１ 読んで面白いと思った本を持って集まる。
２ 順番に一人５分間で本を紹介する。
３ それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関
するディスカッションを２～３分行う。
４ 「どの本が一番読みたくなったか？」を基準とし
た投票を参加者全員で行い、最多票を集めたもの
を『チャンプ本』とする。
（ビブリオバトル普及委員会ＨＰより）

ある日の昼休みに、明木図書館をのぞいてみると、百人一首が大好きな中学
生が数人、地域の方と一緒になって百人一首を楽しんでいました。地域の方が
読み札を読み上げられると、すぐ取れるほどの腕前
のようです。地域の方も「私が１文字か２文字読ん
だだけで取っちゃうんですよ。すごいでしょう。
」と言
っておられました。みんなで楽しみたいですね。ぜひ、
様子をご覧ください。 （旭中学校長 武波 英次郎）

１日（金） 避難訓練
６日（水） プール清掃
７日（木） ３校交流学習
１５日（金） 読書週間（～２９日）
２３日（土） 第１回心と体のさわやか参観日・ＡＥＤ講習
２５日（月） 振替週休日
２５日（月）~７月１日（日）
家庭学習（読書）がんばり週間
７月の主な行事
３日（火）
８日（日）
１２日（木）
１７日（火）
１９日（木）
２０日（金）

「薬物乱用ダメ。ゼッタイ教室｣
萩市河川一斉清掃
学校運営協議会・旭グリーンネット会議
校内水泳記録会
給食終了 期末懇談会
終業式

旭
マグ
スリ
コー
ッン
トネ
ッ
ト

１日（金） 避難訓練
６日（水） プール清掃
７日（木） ３校交流学習
９日（土） 萩阿武中学校夏季体育大会
１６日（土）・１７日（日） 山口県陸上競技選手権大会
１７日（日） 長北オープン卓球大会
２３日（土） 第１回心と体のさわやか参観日・ＡＥＤ講習
親子球技大会
２５日（月） 振替週休日
２５日（月）～７月１日（日） 期末テスト週間
３０日（土） 石の巷山草刈り
７月の主な行事
３日（火）
５日（木）
８日（日）
１２日（木）
１９日（木）
２０日（金）

シンボルマーク

「薬物乱用ダメ。ゼッタイ教室｣
高校説明会
萩市河川一斉清掃
学校運営協議会・旭グリーンネット会議
給食終了 期末懇談会
終業式 弁当持参

