萩市立旭中学校

１０月１１日（木）、第３回目の旭地域３校による学校運営協議会が、この度は
テレビ会議システムを活用して佐々並小と明木小・旭中を結んで開催されました。
日頃子ども達が授業等で活用しているテレビ会議を体験していただきました。
会議では最初に守永会長が「１０月はいじめ防止強調月間であるが、現代はパソ
コンやスマホなどの使用等で子供を取り巻く環境が厳しい状況である。そのような子供
の環境を整えることも学校運営協議会の役割の一つだと思います。」と話されました。
続いて、１学期に実施された学校評価結果について、資料に基づき各校の分析結果について説明を行いました。３校の
共通課題は、「読書」
「手伝い」
「メディア接触」
「あいさつ」の４点でした。この４点
について明木地区・佐々並地区でそれぞれ熟議を行い、望ましい生活習慣の確立
に向けた「提言」として、今後学校運営協議会としてまとめてくことが話されました。
限られた時間でしたが、熱心にご協議いただきありがとうございました。いただいた
貴重なご意見を今後の学校運営にしっかり生かして、学校・家庭・地域が一層連
携・協働し対応していきたいと思います。（明木小・旭中学校 校長 武波 英次郎）

１０月１６日（火）、明木小学校・旭中学校で第２回「心と体のさわやか参観日」を開催しまし
た。小学生は心と体の健康をテーマとした授業参観を行い、中学生・中学生保護者は、
「心」
「体」
「食」の３つの分野の専門家による講座に参加し、心と体の健康について考えました。
「心」の講座では、スクールカウンセラーの吉田先生から、短所を長所と考える「リフレ
ーミング」などの「脳内エステ」について学びました。
「体」の講座では、平岩保健師か
ら、思春期の心と体の変化と関連性について学びました。「食」の講座では、古澤栄養教諭
から、朝食の大切さについて学び、栄養バランスの良い献立を、レシピをもとに調理実習をしました。
後半の講座からは、２年生以上の小学生、保護者も参加し、戸川健康運動指導士から「体幹」について学びました。
体育館全面に小・中学生、保護者が広がり、股関節や肩関節の柔軟性を高める活動に楽しく取り組みました。
参加した中学生や保護者の感想を紹介します。
○今日の講座で自分を信じることの大切さを学べてよかった。
○講師の先生の話を聞き、今の心と体の状態が分かった。
○いろいろな体幹をしてみて、自分の体がとても軽くなった
ので驚いた。
○楽しく活動しながら体の変化を感じ取ることができた。
○バランスよく朝ご飯を食べることで集中力を持続できるの
で、今日教えてもらったレシピを家でぜひ作りたい。

「心」の講座：吉田先生

「体」の講座：平岩先生

○子どもたちと一緒に考え、体験
するよい機会となった。
○体も心も洗われた。
○気持ちのもちようで行動も変われることが分かった。
○体幹トレーニング子どもと一緒にやってみようと思った。
○子どもだけでも作れる簡単なメニューで、栄養もとれる食
材だったので、子どもに教えたいと思います。

「食」の講座：古澤先生

１学期に引き続き、１１月１２日（月）に３校交流学習を、
佐々並小学校、旭活性化センターで以下のとおり行いま
す。児童生徒の様子をぜひご覧ください。
10:35～12:10 佐々並小６年と明木小５・６年の合同授業
12:25～12:50 お弁当による交流給食（小・中学生）
13:00～13:30 旭中生徒会企画による小中交流活動
13:50～15:10 旭活性化センターで、佐々並小の児童
と中学生が美化活動や「萩往還ささなみ
おいでん祭」の準備のお手伝いをします。

「体幹」の講座：戸川先生

１１月２１日（火）、人権教育参観・講演会を実施します。
講演会は、「旭地域人権を考える会」との共催です。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。
授業参観 （明木小）9：25～10：10 （旭中）9：30～10：20
講 演 会 10：40～11：50 会場：体育館
演題「あなたがいるだけで ～生まれてきてくれてありがとう～」
講師 心理カウンセラー 阿波 ひろみ 様
※小学１・２年生は、萩人権擁護委員協議会協議会によ
るパネルシアターを１階多目的室で鑑賞します。

みのり農園の稲もたわわに実り、９月２５日（火）
、
全校児童で稲刈りを行いました。天候が心配されま
したが、子どもたちの願いが届き、学校支援講師の
守永正範さん、伊藤一示さん、内海政美さんのご指
導のもと、多くの保護者の皆さんとともに一株ずつ、
ていねいに刈り取り、束にしてはぜかけをしました。
生きるために必要な「食べること」
、
「働くこと」
を地域の方とともに実感することのできるこの体
験は、子どもたちの生きる力となることと思います。
１０月２７日(土)には、収穫したもち米を使って、
収穫祭としてもちつきを行います。

１０月１０日（水）
、萩・阿武支部小学校通信陸
上競技大会が萩ウｪルネスパークで行われました。
体育の時間や放課後練習の成果を発揮し、堂々と走
り、跳び、投げることができました。特に、リレー
では、応援する者が興奮するぐらい見事なバトンパ
スで素晴らしい走りを披露しました。
（萩･阿武地区入賞者）
５年男子 ソフトボール投げ
５年男子 ６０ｍハードル走
５年男子 ６０ｍハードル走
５年女子 走り幅跳び
６年女子 １００ｍ走
６年女子 ６０ｍハードル走
６年女子 ソフトボール投げ
６年混成 ４００ｍリレー

第４位 久保 以心
第２位 中野 雅斗
第６位 田村 賢人
第６位 竹内 観音
第１位 久保 瑞乃
第１位 久保 瑞乃
第４位 西村 千歌
第１位（新記録）

１０月１３日、１４日に「第２回ふるさと紙芝
居全国大会ｉｎ萩」が開催され、５・６年生が出
演しました。３グループに分かれ、旧木戸孝允邸
にて、彦六・又十郎伝説の紙芝居を上演しました。
自分たちのことよりもふるさと明木のことを
考えて素晴らしい生き方をしたふるさとの恩人
のこと、この２人の恩を忘れず、現在まで語り伝
えている地域の人々、そのようなふるさとを誇り
に思う気持ちを紙芝居の言葉や「キラリ☆明木」
の歌で、一生懸命に観客の皆さんへ伝えました。
後日、萩ケーブルテレビを視聴した地域の方から
感激の言葉をいただきました。これからも、ふる
さとの素晴らしさを伝えていきたいと思います。

１０月１１日（木）、社会福祉協議会旭事務
所の先本さんのご紹介で、点字指導員の林栄美
子先生、佐々並在住の中村實枝先生をお招きし、
４年生が福祉について学習しました。ユニバー
サルデザインについて知り、点字の体験をし、
中村さんの体験や思いを聴きました。そして、
これからの自分について考えました。

１０月２３日（火）、「萩･明治維新１５０年
記念式典」が萩市民館で行われ、５・６年生が
参加しました。
オープンニングのあと、ご挨拶があり、幕末
明治の歴史解説、維新の志士ご子孫紹介と続き、
「志」作文表彰と最優秀作文の発表がありまし
た。本校６年の久保瑞乃さんが小学校の部で最
優秀賞に選ばれ、発表を行いました。

１０月５日（金）、全校でゆめ花博へ行きました。
１，２年生は、初めに山口県児童センターを見学しま
した。さまざまなアスレチックで遊び、どんぐりや落ち葉など
たくさんの秋を見つけ、プラネタリウムで秋の星空につい
て学習しました。
３～６年生は、初めに山口県庁を見学しました。施設
の様子や議会について説明を受けました。それから、山
口県立美術館に行き、展示物を鑑賞しました。
その後、全校で山口ゆめ花博へ行きました。縦割り班
で仲良く美しい花々の中を散歩し、アスレチックを楽しみ
ました。海に面した日本一 長い木のブランコに乗り、一
斉にこいだことは、子どもたちの思い出になったことでしょ
う。

１（木）就学時健康診断
７（水）スクールカウンセラー授業
９（金）校内持久走大会・防火パレード
１２（月）佐々並小・明木小・旭中３校交流学習
（小学５・６年生は弁当持参）
１３（火）保護者による読み聞かせ
あさひ保育園・小学校交流（１・２年生）
１４（水）３校合同研修会（佐々並小）
１８（日）明木地区農業文化祭
１９（月）３校合同研修会（旭中）
〈水曜時程〉
２０（火）集金日（引き落とし日）
２１（水）人権教育参観日、人権教育講演会
〈月曜時程〉
２８（水）３校合同駅伝試走
12 月の主な行事
１（土）旭駅伝大会
２０（木）ふれあいフェスタ・期末懇談会
２１（金）終業式

１０月１７日（水）
、５・６年生がちはるえんを
訪問しました。ふるさと紙芝居全国大会で上演し
た「彦六・又十郎伝説」の紙芝居をグループごと
に発表しました。
その後、手遊び歌やゲームをして一緒に楽しい
時間を過ごしました。皆さんの笑顔や言葉かけで
子どもたちの心も温かくなったひとときでした。

萩市のすべての小・中学生の
笑顔の写真で完成した「長州
ファイブ」のモザイクアートです。
しばらくの間、市民館のホール
に展示されています。

お待ちしています！
10 月 31 日（水） ハロウィン集会
（体育館：１３：３０～）
1１月 9 日（金） 校内持久走大会
（運動場、学校周辺：９：２５～）
11 月 18 日（日）明木地区農業文化祭
旭マルチメディアセンターにて、総合的
な学習の発表（自然薯の販売）をします。

山口県中学校選抜新人陸上競技大会
１０月７日（日）、台風２５号接近の影響を受
け１日順延された、山口県中学校選抜新人陸上
競技大会が維新みらいふスタジアム（維新百年
記念公園 陸上競技場）で開催されました。
本校からは、男女
陸上部が参加しまし
た。
台風後の万全のコ
ンディションではあ
りませんでしたが、
新チームとなった１
年生７名が日頃の練
習の成果をトラッ
ク、フィールドで発
揮しました。

１０月 3 日(水)、本校卒業生でもある萩商工
３年生の木原君、土田さんを迎え、座談会を行
いました。これから高校に進学する３年生にと
って現役の高校生から高校生活を知る絶好の
チャンスでした。緊張しながらもそれぞれが疑
問に思っている高校生活についてお話を伺う
ことができました。進路決定に、少しでもいか
すことができたらと思います。

森林体験を行いました！

萩阿武中学校新人大会
１０月７日(日)、萩阿武中学校新人大会が開
催されました。
卓球競技に本校の男女卓球部が出場しまし
た。団体戦は男女とも
にリーグを勝ち上が
ることはかないませ
んでしたが、男子２年
の部個人戦では、神﨑
君が第１位、庄君が第
２位、青水君がベスト
８となるなど素晴ら
しい成績を残しまし
た。男子１年の部個人
戦でも阿部君が第３
位となりました。

１０月１２日(木)、２年生が森林体験に出か
けました。阿武萩森
林組合のご協力をい
ただきながら、地域
の産業について学ぶ
学習を毎年行ってい
るものです。
今年は、明木と
佐々並の境の新茶屋
の林に入り、枝打ち
や間伐の体験を行い
ました。豊かな森が
どのように守られて
いるのか、体験をと
おして学ぶことがで
きました。
１１月の行事予定(旭中)
８日(木)
１２日(月)

萩阿武中学校音楽会（午後）
ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ作戦（佐々並地区）
佐々並小との交流活動 弁当持参
１６日(金) 期末テスト範囲表配付
１８日(日) 明木地区農業文化祭
萩往還ささなみおいでん祭
１９日(月) 部活動停止期間(～11/26)
２１日(水) 人権教育参観日・講演会
２５日(日) 石の巷山下草刈り
２６日(月)、２７日(火) 期末テスト
２８日(水) 旭駅伝試走
１２月の主な行事
１日(土) 旭駅伝
２日(日) 旭ボランティア発表会

