萩市立旭中学校

９月１０日（月）、明木小学校・旭中学校合同運動会が開催されました。今年のスローガン「必昇！必勝！必笑！
～ONE FOR ALL ALL FOR ONE～」のもと、小・中学生が一致団結し、最後まで頑張り抜きました。

運動会当日、小・中学校のＰＴＡと小学校
運営委員会、中学校生徒会で、「西日本
豪雨災害支援募金」のご協力をお願いし、
多くの募金をいただき、２８，９０８円集まりまし
た。この募金は山口県ＰＴＡ連合
会を通じて被災地
に届けられます。
皆様、ありがとうご
ざいました。

１０月１６日（火）、午後１時３０分より、オープンスクールとして「第 2 回心
と体のさわやか参観日」を下記の内容で開催いたします。保護者の皆様、
地域の皆様の多数のご来校をお待ちしています。
（小学校） １３：５５～ 心と体に関する授業を行います。
（中学校） １３：３０～ 心と体に関する３つの講座を行います。
①「心」の講座 講師 吉田スクールカウンセラー
②「体」の講座 講師 平岩保健師 ③「食」の講座 講師 古澤栄養教諭
（児童生徒、保護者、地域の皆様参加による）
１５：００～１５：５０ 「体幹」の講座 講師 戸川健康運動指導士

５，６年生は、総合的な学習の時間に「地域の
10 月 5 日（金）には、全校で山口ゆめ花博を
素晴らしさを伝えよう」と明木の恩人である｢彦 見学する予定です。その花博には、1 学期から子
六・又十郎伝説｣の学習に取り組んでいます。
どもたちが育てたサルビアが定植されています。
本年度は、ちはるえん訪問や明木地区農業文 一部は、プランターで飾ってあるようです。
化祭、加えて、明治維新 150 年記念「第 2 回ふ
この夏はたいへん暑く、山口ゆめ花博の苗や
るさと紙芝居全国大会ｉｎ萩」において、紙芝 学校花壇の水やりには、例年以上に気をつけて
居上演という形で学習の成果を発表したいと考 取り組みました。小・中学校の児童生徒が委員
えています。
会活動や夏休み当番、また、ボランティアでも
９月２１日（金）、「彦六・又十郎伝保存会」 朝夕熱心に花の世話を行いました。おかげで、
の岡村善武会長、福本久志事務局長、紙芝居制 学校の花壇は今、サルビア、トレニア、メラン
作者の平田美代子さんを指導者にお招きして、 ポジウム、ポーチュラカ等、美しい花でいっぱ
この紙芝居に込められた思い、後世に伝えてい いです。先日の萩市花壇審査においても、たい
きたい考えを伺いました。子どもたちは、自分 へんほめていただきました
たちの役割に気がついたようで真剣なまなざし
花を育て、そしてその美しい花でいっぱいの
で聴いていました。そして、その後の紙芝居練 環境の中で過ごすことで、子どもたちの心も潤
習にも熱心に取り組んでいました。
うことを願っています。
「彦六・又十郎伝説」の紙芝居は、7 月より毎
月第３土曜日に乳母の茶屋で上演されています。
9 月１５日には、児童が実際に紙芝居を行いまし
た。たいへん上手に読み、観客の方からもほめ
ていただきました。これから、さらに学習を深
め、明木の素晴らしさを実感していきたいと思
います。

外国語指導助手（ＡＬＴ）の先生が、2 学期から
替 わりまし た。新 しく着 任 された先 生 は 、 Nudelman
Jana（ヤナ）先生です。４カ国語を話されるとても明
るく素敵な先生です。
３、４年生や５、６年生は、外国語活動の時間、
ヤナ先生や中学校の嶋田先生といきいきと楽しく
学習をしています。教職員も、英語の使い方や外
国の文化を教わっています。
毎週水曜日は、終日いらっしゃいますので、みな
さんもヤナ先生とレッツ スピーク イングリッシュ！い
かがですか。

５（金）社会見学（山口ゆめ花博他）
１０（水）５，６年陸上記録会（木曜日時程）
１１（木）学校運営協議会（水曜日時程）
１３（土）第２回ふるさと紙芝居全国大会ｉｎ萩
１４（日）第２回ふるさと紙芝居全国大会ｉｎ萩
１６（火）オープンスクール
（第 2 回心と体のさわやか参観日）
２３（火）明治維新 150 年記念式典
２４（水）学力定着状況確認問題（４～6 年）
２７（土）収穫祭
２８（日）中学校文化祭
２９（月）振替週休日

11 月の主な行事
１（木）新入児就学時健康診断
９（金）校内持久走大会・防火パレード
１２（月）3 校交流授業（佐々並）
１８（日）明木農業文化祭
地域の皆様
参観日や、持久走大会、収穫祭、文化祭など
ぜひ、学校へお越しください。お待ちしております。

旭地区敬老会
９月８日（土）、旭活性化センタ
ーで旭地区敬老会が行われ、中学
生がお祝いと感謝のことばを伝
えました。
ことほ

敬老の日を迎え、皆様方のご長寿を 寿 ぎ、お祝
いと感謝の言葉を申し上げます。
… 中略 …
旭地域のおじいちゃん、おばあちゃん全員に長
生きしていただきたいと願っています。
幼い頃から皆様にお世話になった数々の思い出
が僕の心の中に浮かびます。
小学生の冬の日、迎春準備のしめなわ、ミニ門松
づくり、もちつき、昔の洗濯の仕方や米づくりな
ど、日本の、旭地域の伝統文化を教えていただき
ました。
中学生になってからも、陰にひなたに支えてい
ただいています。
地域のグラウンドゴルフやお祭り、様々な行事
に参加すると、僕達は元気になります。
僕が学校から帰っていると、ウォーキングをさ
れている方や畑仕事をされている方から「おかえ
り。今日もいい天気やね。
」と言っていただいたこ
とがあります。そのとき、本当にうれしい気持ち
で一杯になりました。
こんな伝統や会話がある佐々並、明木。旭地域
って素晴らしいと思います。そして、こんなに温
かくて優しい、元気な地域で育っている僕は幸せ
者です。豊かな自然とたくさんの伝統を守ってく
ださってありがとうございます。
中学生の僕達は、大人になっても故郷旭を忘れ
ることはないでしょう。そして、僕達が皆様から
教わった笑顔の大切さ、人の温もりや優しさを、
つないでいこうと思います。
いつも僕達を見守り、支えてくださってありが
とうございます。すぐに運動会、秋には文化祭も
あります。ぜひ、僕達の旭中学校においでくださ
い。
ささやかですが、皆様のご多幸とご活躍をお祈
り申し上げ、お祝いの言葉、感謝の言葉といたし
ます。
萩市立旭中学校 3 年 山本 圭祐

旭中学校文化祭におこしください！
文化祭を１０月２８日(日)に行います。
今年は『にじいろ』をスローガンに、劇、
百人一首、モニュメント、ストップモーショ
ンムービーの制作などに分かれ、それぞれの
グループで準備を進めています。
地域の皆様のご来場をお待ちしています。

９月１６日（日）、佐々並保・小合同運動会が
開催され、佐々並小を卒業した生徒が、運動会
を盛り上げようと運動会
に参加しました。
よさこいソーランで踊
る児童の後ろで大漁旗を
振って盛り上げたり、綱
を引く児童を応援したり、さすが先輩と思わせ
る素晴らしい活躍でした。

９月９日（日）に行った合同運動会の部活動
行進では、卓球部、バドミントン部、陸上競技
部が田村教育振興後援会長をはじめ、ご来場い
ただいた保護者、地域の
皆様に、ご支援やご協力
に感謝の思いを込めて
パフォーマンスを交え
ながら日頃の活動を披
露しました。陸上競技部
のパフォーマンスは今
年もリレーで、保護者の
皆様にもリレーに参加
いただきました。
最後に、田村会長より
地域の皆様に教育振興
会への加入のお礼が伝
えられました。地域の皆
様のご理解・ご協力に心
よりお礼申し上げます。
１０月の行事予定(旭中)
５日(金)
６日(土)

中間テスト範囲表配布
萩阿武中学校新人大会
山口県中学校新人陸上競技大会
１５日(月) 中間テスト
１６日(火) オープンスクール
（第２回心と体のさわやか参観日）
２３日(火) 明治維新 150 周年記念式典
２４日(水) 学力定着状況確認問題(1,2 年)
２７日(土) 文化祭前日準備
２８日(日) 文化祭
２９日(月)、３０日(火) 振替週休日
１１月の主な行事
８日(木) 萩･阿武中学校音楽会
１２日(月) クリーンアップ作戦(佐々並)

９月２０日（木）、明木小・旭中学校で「山口大学メン
ネルコールＯＢ巡回演奏会」が開催されました。参加した
明木小、佐々並小、旭中の全校児童生徒、保護者、多く
の地域の方々は、素晴らしい歌声に酔いしれました。
メンネルコールＯＢ会の皆様は、平成１２年から県
内外の小・中学校等を８１か所訪問され、巡回演奏会
を行っておられます。ほとんどの方が８０歳前後の方
ですが、
「ふるさと」
「夕焼け小焼け」などの唱歌で若
々しく美しいハーモニーを披露されました。
「幸せなら手をたたこう」
「もみじ」を会場の皆さん
と一緒に歌いました。小学生が楽しそうに手をたたい
たり、肩をたたいたりしている姿が印象的でした。
最後に、明木小・佐々並小の１年生が花束を贈呈し、
参加者を代表して旭中３年の美村 茜さんが、お礼の
あいさつをしました。皆さんのご健康とご活躍をお祈
りするとともに、みなさんのように情熱をもってこれ
からの人生を送って行きたいと締めくくりました。

小・中学生は、夏休みに家族で話し合い、
「わが家のやくそく」を決め、取り組みました。
今回はテレビやゲーム、スマートフォンなどのメディア摂取についてのやくそくが多かったよう
です。小・中学生、保護者の感想や保護者のコメントをご紹介いたします。

小学生・保護者
■ゲームやタブレットをしないかわりに、えほんをよみました。
■ゲームの時間が守れたので、これからも守りたい。
■今まで９時をすぎてもゲームをしていて、寝るのがお
そくなっていたけど、やくそくを決めて実行すると寝
るのが早くなったのでこれからも続けたいです。
■メディアに９時半以降ふれなかったら、寝るときとて
も眠りやすかったです。
◯兄や妹がそばでやっていても、誘惑に負けず頑張って
いました。
◯体のためにもゲームの時間をセーブし、これからもが
んばってほしいと思います。
◯メディアのやくそくを意識していたけど、なかなか難し
いことが分かったと思います。本人はもちろんだけど、
家族みんなで取り組むことが大事だとも感じました。
※ ■は児童、 ◯は保護者

中学生・保護者
■勉強時間を増やすことができて学習が身に付きまし
た。ゲームの誘惑に負けそうになったとき、母のきび
しい視線に救われました。
■自覚をなくして、みてしまうことがありましたが、
「だ
めだ！」とがまんすることが多くありました。
■実行して家族と約束することできちんと守ることが
できました。
■必要なときしか活用しないように心がけるようになった。
◯メディア接触については親も一緒に考え、気を付けな
いといけないと思いました。
◯自分が決めたやくそくを守ろうとする努力はみられ
るので、これからも意識して守ってほしい。
◯家族でチャレンジしなければついついタブレットに
手を伸ばしがちです。これからも心がけようね。
※ ■は生徒、 ◯は保護者

【山口県からのお知らせ】
「いじめ防止・根絶強調月間」
「やまぐち家庭教育支援強化月間」
◎１０月は「いじめ防止・根絶強調月間」で
す。県・市町・学校・家庭・地域・関係機関が
一体となり、社会総がかりで「いじめ防
止・根絶」に取り組んでいきましょう。
◎１０月は「やまぐち家庭教育支援強化月間」です。山口
県では、
「早寝早起き朝ごはん 本を読んで外遊びみんな
仲良く 今日も元気」をスローガンに、
「家庭の元気応援
キャンペーン」を展開し、望ましい家庭教育の実践へ向
けて機運を高めるとともに、
地域や社会全体で支え合う
環境づくりを進めています。

明治１５０年記念事業
山口県教育委員会主催で、学校・家庭・地域が連携・
協働して子どもたちの学びや育ちを支援する「やまぐち
型地域連携教育」の実践発表や講演会が開催されます。参
加のご希望がありましたら、教頭まで連絡をお願いします。
◯日時 平成３０年１１月２２日(木) 10：00～16：00
◯会場 萩市民館
◯内容 ■実践発表（宇部市立上宇部中学校、山口県立萩
総合支援学校、山口県立萩高等学校）
■児童生徒による「地域づくりまちづくりへの提言」
（柳井市立柳北小学校、山口県立萩高等学校）
■講演 「みんなで創る“地域の未来”」
～教育をエンジンとしたひとづくりとまちづくり～
講師：山崎 亮 様（(株)studio-L 代表取締役）

