明木小・旭中だより

萩市立旭中学校
合 併 号

６月８日（木）佐々並小学校・明木小学校・旭
中学校の３つの小中学校による「三校交流学習」
を、明木小・旭中学校で開催しました。
中学生が佐々並小の児童を迎え、明木小の各教
室に案内しました。その後、明木小と佐々並小の
全校児童で、
「交流学習はじめの会」と題して、
佐々並小の児童の皆さんが考えたゲームなどを
みんなで楽しんだり、それぞれの学年で授業や行
事を通して楽しい交流会を行ったりすることが
できました。各学年の様子を紹介します。
３・４ 年 生

１・２ 年 生

小学校１・２年生は、音楽の授業で「さんぽ」
の曲にのせて、輪になって楽しみました。
給食を一緒に食べた後、午後は、旭地域担当の
齊藤保健師をお招きし、
手洗いの指導をしていた
だきました。最初は
ばい菌がしっかり取
れず、びっくりして
いた児童が多かった
のですが、手遊び歌
をしながら正しい洗
い方をしっかり学び
取りました。齊藤保
健師さん、ありがと
うございました。

小学校３・４年生も、音楽の授業で輪になり、
「茶摘み歌」の曲に合わせて、手遊び歌を楽しみ
ました。
給食を一緒に食べた後、午後は、旭中学校の保
健・体育担当の松岡
先生の指導により、
キックベースボール
で交流しました。最
初にサッカーボール
の蹴り方をしっかり
学び、本番では大き
な声で励まし合いな
がら頑張り、心地よ
い汗を流していまし
た。

５・６年 生 ・中 学 生
洗いの仕方を
ビブリオバトルとは？
学びました。
５・６年生と中学生は、情報モラル教室に参加しま
した。その後、ビブリオバトル（知的書評合戦）に取り組み
１ 読んで面白いと思った本を持って集まる。
ました。右に示したルールで、小中学校の先生や明木
２ 順番に一人５分間で本を紹介する。
図書館の森岡さん、末舛さんにも参加していただきと
３ それぞれの発表の後に参加者全員でその発
ても盛り上がりました。小・中学生の感想を紹介します。
小 ・本を紹介することは、たいへんだなと思いました。
学 次は、もっと上手にできるようにがんばりたいです。
生 ・話したいことをまとめて話すことが大切だと思いました。
中 ・もっともっと本について熱く語れるよう頑張りたいです。
学 ・皆が紹介した本はとてもおもしろそうで読んでみたく
生 なりました。前よりもとても本が好きになりました。

図書館の方のコメントを紹介します。
子どもたちが本をしっかり読み込んで紹介していました。
また、みんなが一生懸命質問していたことに感心しました。
「ビブリオバトル紹介図書」コーナーを設けましたので、
しっかり読んでほしいと思います。

４

表に関するディスカッションを２～３分行う。
「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）

学校教育目標「

友だちを大切にし、夢をもって明るく元気に最後までがんばる児童の育成

」

６月１３日の昼休み、読書週間に合わせて、図書委員会が読み
聞かせを行いました。大型テレビに映し出される迫力ある挿絵、
子どもたちの感情豊かな読みに、聴いていた子どもたちは思わず
物語の世界に引き込まれていたようでした。図書委員会の児童が
選んだ本はどれもおもしろく魅力的で、本の楽しさを改めて実感
することができたひとときでした。
図書委員会だけでなく、他の委員会（運営、保健体育、放送、環境）も学校生活をよりよくする
ために、自主的にさまざまな活動を行っています。

ふるさと学習に取り組んでいます
萩市では、地域と連携・協働し「ふるさとを愛する心の育成や
地域の担い手としての意識の高揚を図る」取組みを推進しています。
本校でも、３～６年生は、
「総合的な学習の時間」
、１､２年生は、
「生活科」でふるさと学習に取り組んでいます。
１､２年生は、町探検を行い明木の施設について調べました。ど
の施設でも温かくていねいに説明していただき、自分たちがさまざ
まな施設、多くの人に支えられていることに気付いたようです。
３､４年生は、明木川のことを学
習しています。調べていく中で生ま
れてきた疑問を解決するために、
６月１３日、１９日に萩ジオパーク推進課の白井孝明ジオパーク専門
員をお招きしてお話をうかがいました。専門的な内容を知ること
により、さらに、調べていこうという意欲をもったようです。
５、６年生は、ふるさとの偉人「彦六・又十郎」について、今後
学習していく予定です。

６月１日、多くの保護者の方に参加していただき、校舎
裏側斜面の草刈り作業を行いました。明木小ＰＴＡのチー
ムワーク、剪定の技術力の
素晴らしさを感じました。
今、校舎から見える明木
小の文字は、緑の中で鮮や
かに映えています。
この文字に見守られて、
子どもたちは、
この夏も元気に
過ごすことがで
きるでしょう。

７月１２日(水) 地区児童会 集団下校
７月１３日(木) 学校運営協議会(佐々並小)
グリーンネット
７月１８日(火) 校内水泳記録会(全校)

小
７月１９日(水) 給食終了、期末懇談会
かにくっきり ベルマーク整理
７月２０日(木) 終業式
７月２１日(金) サマースクール
７月２４日(月) サマースクール
７月２５日(火) サマースクール
７月２６日(水) 水泳記録会(川上中)

学校教育目標「 友やふるさとを愛し、志をもって未来を拓く心身共にたくましい生徒の育成 」

６月２２日(木)の５，６校時、２階多目
的教室で生徒総会を行いました。
議長に選出された
３年生の西村君と２
年生の美村さんの進
行のもと、前半は生
徒会執行部からの提
案により、本年度の
「生徒会活動の内容
や計画」について話
し合いました。
後半は、
「先輩と後
輩の関係」について、
「休み時間と授業と
のけじめ」について
話し合いを進めまし
た。生徒会に向けて、
それぞれの学級で話
し合ったことをもと
にして、生徒たちは
積極的に発言してい
ました。
生徒会執行部の生
徒総会に向けた緻密
な準備と各学級での
充実した話し合いに
より、
「旭中学校の学
校生活は自分たちで変えていく」そんな思
いがひしひしと伝わる本当に素晴らしい
生徒会となりました。

６月１０日(土)、７月に開催される県の
選手権大会の予選を
兼ねた萩・阿武中学校
夏季体育大会が行わ
れ、卓球部が選手権の
出場をかけて萩市民
体育館で熱戦を繰り
広げました。
女子個人戦では３
年山本さんが県選手
権への切符を手にし
ました。また、男子の
個人戦（オープン）で
は 1 年庄君が準優勝、
神﨑君、西村君が３位となりました。
なお、県選手権には春季県体で男子団体
３位となったバドミントン部も団体戦、個

人戦に男女とも出場
します。
陸上部は、県通信陸
上競技大会へ出場し
ます。

６月２５日(木)の
６校時に、
山下学校薬
剤師を講師にお迎え
し、『薬物乱用ダメ。
ゼッタイ。教室』を行
いました。身の回りに
心身の健康に大きな
影響を与える危険な
薬物があることをス
ライドや見本をもと
にお話しいただきま
あした。
また、薬物を使うよ
うに誘われた時、どのように断るか、ロー
ルプレイを行いながら学習しました。
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１４日(金)
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２０日(木)
２１日(金)
２２日(土)
２４日(月)
２５日(火)
２７日(木)

期末テスト（1 日目）
教育相談
期末テスト（2 日目）
2，3 年生高校説明会
萩市河川一斉清掃
集金日
学校運営協議会・旭グリーンネット
ＳＣ(ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ)来校
保護者懇談会、専門委員会
終業式、給食終了
夏季休業(～8／31)
県通信陸上競技大会(～22 日)
県ＰＴＡ指導者研修会
県バドミントン選手権大会(～25 日)
県卓球選手権大会(個人の部)
萩阿武中学校秋季体育大会

学校だよりのご意見、ご要望は下記まで！
萩市立旭中学校
TEL 0838-55-0012

〒754-0411 萩市明木３０３９
FAX 0838-55-0161

E-mail asahi-jh00@edu.city.hagi.lg.jp
Web http://edu.city.hagi.lg.jp/asahi-jh/index.html

６月８日（木）の三校交流学習の中で、佐々並小・明木小の５・
６年生と旭中の中学生が「情報モラル教室」に参加しました。
ＫＤＤＩの方を講師に、ケータイ・スマホ、インターネットの
危険性について、実際に起こったトラブルの実例を交えながら、
分かりやすく説明をしていただきました。改めて怖さを実感した
小・中学生が多かったようです。主な感想を紹介します。
小 ・今日の情報モラル教室のお話を聞いて、スマホ・ケータイなどでイン
学 ターネットを使うのは楽しいですが、危険な面があるということを改
生 めて実感しました。
・ネット依存症や危険なことを防ぐために、ルールをきちんと決めて、
中 友だちや家族でチェックしながら守っていきたいです。
学 ・私がこれから気をつけたいと思ったことは、作ったルールを守って使
生 うこと、よく考えてから投稿などをすることです。ネットやゲームを
する時間が守れていないときがあるので気をつけたいです。

保護者の皆様へお知らせとお願い
【インターネット・スマホ・ケータイ・ゲーム（インターネットへの接続）等の利用にあたって】
■無料通信アプリや交流サイトを巡って、次のようなトラブルが急激に増加しています。
・特定の児童生徒を中傷するメッセージを、無料通信アプリを用いてネット上に掲載した。
・不確かな噂のメッセージを信じ、集団による暴力行為にまで発展した。
・深夜までスマホを使用し、勉強意欲がなくなり、朝も起きづらくなった。
■保護者の皆様へのお願い
・親子で利用について、お子様とよく話し合われて次のようなルールを決めてください。
＊食事中、人との会話中、勉強時間中は使用しない。 ＊夜の使用終了時刻 など

よりよい生活習
慣の定着が基盤
となります。
「早寝・早起き
・朝ごはん」に
努めましょう。

【学習習慣の定着にあたって】
■学校の授業で取り組んでいる「学習規律スタンダード」についてのお知らせ
・先日、お子様を通じて、
「明木小学習規律スタンダード」
「旭中学習規律スタンダード」を配付しています。
保護者の皆様のご理解とご協力をいただき、ご家庭でもどうぞよろしくお願いします。
■「家庭学習の手引き」についてのお知らせ
・上記の「学習規律スタンダード」と一緒に、
「家庭学習の手引き」も配付しています。学習習慣の定着には
「家庭学習の充実」がとても大切です。小学校はこのたび見直し、中学校は新たに作成しました。どうぞ
ご活用いただき、学校と家庭が連携した取り組みとなりますようお願いいたします。

暑い夏の到来に向けて、小・中学校が合同でプール清掃に取り組みました。
６月６日（火）、明木小・旭中学校で、小学５・６年
６月４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活動 生と中学生が一緒に活動しました。写真のよう
に、プールサイド付近
しました。
の汚れが特にひどく、
中学生にとっては、
みんな一生懸命にブラ
母校のプールというこ
シで丁寧に仕上げ、き
ともあり、しっかり思
れいにすることができ
いを込めてきれいにす
ました。
ることができました。
小中合同で「ちょこっとボランティア」（通称
ちょボラ）を行っています。
写真は、昼休みに、小・中学生でひまわり
を育てる準備をしたときの様子です。みんな
の思いが伝わり立派な花が咲くことでしょう。

