萩市立旭中学校

６月７日（木）、旭地域の３つの小中学校（佐々並小・明木小・旭中）で、
「３校交流学習」を開催しました。
まず、交流集会では、３校の子どもたちがそれぞれ考えたレクリエーションで
盛り上がりました。その後、小学校１・２年生は図画工作科の授業で、佐々並
小と明木小の児童が新聞紙などを使って基地を作りました。
３・４年生は、中学校の体育教員の指導のもと、キックベースボールを行い
ました。５・６年生は、中学校の社会科の教員の指導で、奈良時代の様子や
東大寺、大仏について考えました。
３校の小・中学生を縦割り班に編成し、小中学生で一緒に楽しく給食を食べま
した。午後から、１・２年生は、平岩保健師さんから手の正しい洗い方を学びました。
３・４年生は、中学校の英語の教員の指導で外国語活動を行いました。写真
にもありますように、なじみのあるハンバーガーやフライドポテトなどを楽しく英語
で表現していました。
５・６年生と中学生は、「ビブリオバトル」に取り組みました。先月の学校だより
で地域の方にも参加を呼びかけたところ、８名の方が参加され、小中学生や教
員と一緒に自分の紹介する本についてそれぞれの思いを伝えられ、小・中学生
にとってはとても刺激になったようです。
今後も、３校合同の交流学習を実施していきたいと思います。地域の皆様ご参
加ありがとうございました。今後もぜひ参加をお待ちしています。（校長 武波 英次郎）

１・２年生

３・４年生

６月２０日（水）、明木小学校で、佐々並小、旭中の教職員が授業力向
上に向けた「ユニット型研修」を行いました。「ユニット型研修」とは、学校運
営協議会委員さんをはじめ地域の方にも授業参観をしていただき、その後の
よりよい授業をめざした協議にも参加していただく研修です。今回の研修では
６名の方に参加していただきました。
明木小学校５・６年生が「ほんとうの自由」をテーマにした道徳科の学習
に取り組みました。このような取組を本年度は年間３回計画しており、次回は
佐々並小学校で行う予定です。地域の皆様もぜひお越しください。
なお、今回参加していただいた地域の方の感想をご紹介します。
■参観された先生方のいろいろな視点はさすがプロの先生だと思いました。
■子どもたちが自分の意見を大きな声で発表できるようになってほしい。
■自分の意見を、短冊を使って文字で表現することは効果的でよかったと思
います。授業のはじめの「自由」と終わりの「自由」に対する変化や実生
活においてどう考え、行動していくのかを知りたいと思いました。

５月２５日（金）
、２６日（土）の２日間、６
年生は、佐々並小学校の６年生と共に修学旅行
に行ってきました。
１日目は、原爆ドーム、広島平和記念公園、
平和記念資料館を見学しました。原爆の子の像
の前での平和セレモニーでは、平和の誓いの言
葉を堂々と述べ、心を込めて折った折り鶴を捧
げました。その後、語り部さんから当時のお話
をうかがい、児童は戦争の悲惨さや平和の素晴
らしさを実感したようでした。夕方から、広島
マツダスタジアムにて広島対中日の試合を観戦
しました。風船を飛ばし、声を出し、大きな球
場でたくさんの人と応援を楽しみました。
２日目は、宮島へ向かいました。厳島神社で
は、社殿や鳥居の荘厳さに驚き、宮島水族館で
は、アシカショーに歓声を上げました。そして、
宮島商店街での買い物を十分に満喫しました。
バスや新幹線、電車、路面電車、フェリー等
の中やホテルでも佐々並小学校の児童と関わり
合い、親睦を深めていました。絆を深め、多く
のことを学んだ楽しい修学旅行となりました。

６月２２日（金）
、３・４年生は「おいしいね
ば～るじねんじょ農園」の世話と観察をしまし
た。代表の岡村善武さんから、この時期の世話
の仕方や害虫についての話をうかがいました。
児童は、自分の苗が大きくなりつるががぐん
ぐん伸びている様子をみて、うれしそうでした。
同じく２２日（金）
、５・6 年生は特別養護老
人ホーム「ちはるえん」を見学しました。
１・2 年生は、5 月に学校前の阿川さんの畑で
さつまいもの苗植えをしています。地域で地域
の人との関わりを通して、さまざまなことを学
んでいきたいと考えています。

6 月 1 日（金）
、小中合同の避難訓練（地震対
応）を行いました。避難途中にも余震が起こる
という想定でしたが、児童生徒は落ち着いて避
難することができました。スクールガードリー
ダーの大田様から、自分の安全は自分で守るこ
との大切さを指導していただきました。
学校のグラウンドの周囲には,高い支柱も多く
あります。
「もしかすると、倒れてくるかもしれ
ない」とあらゆる場面を想定して、安全に避難
できるよう、学校でも対応していきたいと考え
ています。

５月２５日（金）、１年生から５年生は「遠足」を行
いました。萩往還を通り、萩往還梅林園、涙松ま
で縦割り班で歩きました。途中、暗いトンネルの中を
５月３１日（木）、多くの保護者の方に参加してい
通ったり、急な斜面を登ったりする所がありましたが、 ただき、校 舎 裏 法面 の草 刈 り作 業 を行 いました。
５年生が声をかけ、みんなで力を合わせて歩ききり
皆様のおかげで今、「明木小」の文字がたいへ
ました。
ん鮮やかに映えています。美しく整った環境の中で
それから、バスに乗って中央公園まで行き、佐々 児童は生き生きと学ぶことができます。
並小学校の児童と合流して、お弁当を食べました。 ご協力、ありがとうございました。
その後「萩・お宝プロジェクト事業」の一環で、１・２
年生は児童館、３・４・５年生は山口県立萩美術
館浦上記念館を見学しました。１・２年生はプラバ
ンのキーホルダーづくりを楽しみ、３・４・５年生は浮
世絵等の素晴らしい作品を鑑賞しました。

第１回 心と体のさわやか参観日
６月２３日(土)に「心と体のさわやか参観日」
を行いました。多くの保護者の皆様、参観いた
だき誠にありがとうございました。
１時間目の授業参観は「心と体に関する授業」
を各教室で行いました。
１年生、２年生は「家
族」「家庭」をテーマに、
家族愛や家族の役割など
について考えました。３
年生は「自分」をテーマに
自己理解について学習し
ました。
せせらぎ学級は「いの
ち」について映像を見な
がら考えました。

３，４時間目は日本赤十字社山口支社から講
師をお迎えして、救命法講習会を体育館で行い
ました。
小学５，６年生と中学生全員が１０班に、保
護者が４班に分かれ、人体模型、ＡＥＤを使い
講習を行いました。
はじめに、救命方法につ
いての手順について指導
員から説明を受けながら
全員が一緒に手順を確認
しました。その後、各グル
ープに分かれ、役割を交
代しながら講習を行いま
した。
今年は、救命講習のセ
ットを１６セット準備い
ただいたこともあり、全
員が心肺蘇生法やＡＥＤ
の取扱について繰り返し
練習することができまし
た。
生徒の感想の中には、
「今日の講習会は大変役
に立った。」
、
「倒れている
人を見つけたら、今日の
講習を生かしたい。」とあ
り、充実した講習会とな
ったようです。

午後は、親子スポーツ「ペタンク」でＰＴＡ
会員の親睦を深めました。

６月９日（土）に萩阿武中学校夏季体育大会
が行われました。この大会は、７月に行われる
山口県中学校選手権大会の予選を兼ねており、
卓球部が出場しました。卓球は萩ウエルネス武
道館を会場に競技が行われました。大会の結果
は次のとおりです。
<男子団体戦> ２位
<女子団体戦> 予選リーグ２位
<男子個人戦> １位 神﨑 翔一
<女子個人戦> ８位 鈴木 梨純
９位 豊田 乙葉
男子：神﨑君、女子：鈴木さん、豊田さん
は、７月２２日に行われる県中学校選手権大
会（個人戦）に出場します。

なお、県中学校選手権大会には、
７月２２日、２３日
通信陸上競技大会…男女陸上競技部
７月２４日、２５日
県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会…男女ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部
が出場します。応援よろしくお願いします。

６月１６日（土）、１７日（日）、下関市営下関陸
上競技場で県中学校陸上競技選手権大会が行われま
した。本校男女陸上競技部の生徒が出場しました。
３年上領 洸太君が、３年男子 100ｍ、共通 200ｍ
で準決勝に進みました。

国の「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定、「山口県いじめ防止基本方針」を踏まえて、「明木小学校いじめ基本
方針」「旭中学校いじめ防止基本方針」を本年４月に改定しました。この方針に基づいて学校・家庭・地域の連携の下、いじめの
ない学校をめざして、以下のような取組を実践していきます。なお、基本方針については本校のホームページで公開しています。
１ いじめ防止等に関する基本的な考え方 ～ いじめは、「人間として絶対に許されない、人権にかかわる重大な問題」
「どの学校でも、どの子にも起こりうる問題」「学校、家庭、地域、関係機関が連携して取り組むべき問題」である。
２ 基本的な姿勢 ～ 「人権が尊重された学校づくり・学級づくり」 「豊かな心を育む教育の推進」 「教職員と児童生徒との信頼関係の構築」
３ 学校が行う具体的な取組
(1)「明木小学校いじめ防止基本方針」「旭中学校いじめ防止基本方針」の策定
(2) 校内体制の確立 ■いじめ対策委員会の設置
■確実な情報共有と指導体制の強化
(3) 未然防止（いじめの予防）の取組
■「心の教育」の充実
■いじめを許さない学校・学級づくり
■児童生徒の主体的な活動の充実
■情報モラル教育の推進
■教職員研修の充実
■校種間連携の一層の促進
(4) 早期発見（把握しにくいいじめの発見）の取組
■日常的な行動のきめ細かな観察
■生活アンケート等の毎週実施
■教育相談の充実
(5) 早期対応（現に起こっているいじめへの対応）の取組
■事実関係の確認 ■「いじめ対策委員会」の開催 ■ＰＴＡ等への働きかけ ■教育委員会、関係諸機関との連携
（6）いじめの解消
■いじめに係る行為が少なくとも３か月は継続して止んでいること
■被害児童が心身の苦痛を感じていないこと

６月２３日（土）
、
「第１回心と体のさわやか参観日」の中で、情報
モラル研修会（
「心と体の勉強会」
）を行い、小・中学生、保護者、教
職員がメディア接触について考えました。研修会を終えて感じたこと
や大切だと思うことをまとめました。
（校長 武波 英次郎）
小
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■小・中学生は、心も体も大いに成長中。→ メディア接触により、阻害される。
■同時刻の就寝,起床が重要。(体内時計) → 睡眠と休養が必要である。
■メディア接触では脳が働かない。→ 読んだり、書いたり、考えたりすることに
より、脳が成長する。メディア接触は学力低下に影響する。
■人と関わる力を身に付ける時期。→ メディア重視により、対人関係力に課題。
■画像や動画をネット上に絶対アップしない。→ 未来を奪うことになる。
■自分で判断できないときは親や教員に相談。→ トラブルに巻き込まれる。

大
人
と
し
て

■子どもたちの健全育成に向けた大人としての責任を痛感した。
■どのような使い方をしているのか、何に興味をもっているのかを知る。
■親子で利用について、よく話し合いルールを決める。
■学校・家庭・地域が連携し、スモールステップで環境の改善に努める。

今年もプールの時期になりました。６月３
日（日）、佐々並小学校で、佐々並地区
の中学生が小学生と小学生の保護者と
一緒にプール清掃に取り組みました。
中学生にとっては、母校のプールであり、
しっかり思いを
込めてきれい
にしました。
６月６日（水）
明木小・旭中
学校で、小学
５・６年生と中
学生が一緒に
活動しました。
みんな一生懸
命にブラシで
仕上げました。

よりよい生活習慣の定着が基盤
「早寝・早起き・朝ごはん」の重要性

３日（火） 「薬物乱用ダメ。ゼッタイ。教室｣
４日（水） １年給食試食会
８日（日） 萩市河川一斉清掃
１２日（木） 学校運営協議会・旭グリーンネット会議
１３日（金） ちはるえん訪問（５・６年）
１７日（火） 校内水泳記録会
１９日（木） 給食終了 学期末保護者懇談
２０日（金） 終業式
２３日（月）～２５日（水） サマースクール
２６日（木） 佐々並小・川上小との３校水泳記録会
（４～６年、川上学校プール）

２日（月） 期末テスト
３日（火） 期末テスト、 「薬物乱用ダメ。ゼッタイ。教室｣
５日（木） 高校説明会
８日（日） 萩市河川一斉清掃
１２日（木） 学校運営協議会・旭グリーンネット会議
１９日（木） 給食終了 学期末保護者懇談
２０日（金） 終業式 弁当持参
２２日（日） 県中学校卓球選手権大会
２２日（日）・２３日（月） 通信陸上競技山口県大会
２４日（火）・２５日（水） 県中学校バドミントン選手権大会
２７日（金） 萩阿武中学校秋季体育大会

８月の主な行事

８月の主な行事

１３日（月）～１５日（水） 閉庁日
１９日（日） 親子環境整備作業・再生品回収
クリーンアップ作戦（５・６年）
２９日（水）・３０日（木） 授業日（午前中）

マ
ス
コ
ッ
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１３日（月）～１５日（水） 閉庁日
１９日（日） 親子環境整備作業・ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ作戦
２８日（火） 授業日（終日）
２９日（水）・３０日（木） 授業日（午前中）

