平成３０年
１月１５日（月）
学校教育目標

ふるさと萩を愛し、志に生きる

「節目」を大切に！

校長

宇野孝一

１７日間の冬休みが終わり、学校に生徒たちの元気な姿が戻ってきました。
本校の校門そして玄関両脇には、昨年末設置した手作りの門松としめ飾りとと
もに美術部の生徒が描いた迎春をイメージした絵が飾られ、生徒たちを出迎え
ました。
以下、始業式でお話しした内容の抜粋を載せます。
▼日本人は、物事の初めや終わりなどの「節目」を活かすということをとても
大切にしています。今日は、その「節目」についてお話をします。▼「節目」
といっても、一年の始めや学年の始め、そして終わり、一日の始まりや終わり、
少し長いスパンでみると、今年は明治維新１５０年という大きな節目の年、ま
た、昭和から平成に改元して３０年という節目など、たくさんあります。こうした節目を大切に
することで，それまでの自分を振り返り，人は心を新たにし，自らの姿勢を正すのです．▼日々
がダラダラと続いているように思うのは、その連なりの中の節目を見過ごしているからで、だか
ら心も改まらなければ姿勢も改まらないままに時間だけが過ぎていきます．▼大事なことは、こ
の節目を見わけ、自覚し、その節々で思いを新たにすることだと思います。▼さあ、いよいよ今
日から３学期です。わずか３ヶ月という短い期間です。しかし、学年をしめくくる意味では短い
なりにとても大切な節目の学期だと思っています。▼とりわけ３年生にとっては、中学校生活最
後の学期となります。高校によってはすでに入試は始まっています。悔いを残さぬよう励んでほ
しい。そして君たち自身の「志」の実現に向け「合格」の２文字を勝ち取ってほしいと思います。
▼２年生は、本校の最上級生となる自覚をもち、よきリーダーになるための資質を身につけてお
かねばならないと思います。新生徒会もスタートします。そして何より２月の
立志式に向け，自らの志を固める大切な時期です．▼そして，１年生は、来年
度は２年生として、新入生の模範になってもらわなくてはならないと共に、新
３年生を助けて学校の中堅として活躍してもらわなければならない学年になり
ます。▼いずれにせよ，君たちにとって、萩東中学校にとって、この１年がさ
らなる飛躍の年になることを期待して、式辞といたします。

【保護者の皆様へのお願い】
３学期は短い期間ではありますが、各学年とも非常に重
要な期間です。特に３年生にとっては進路選択へ向け重要
な連絡や、受験関係の書類の提出など、今まで以上に連絡
を取り合い、期限厳守をお願いすることが多くなります。
１・２年生も大事なまとめの学期となりますので、家庭と
学校が連絡を十分取り合うと共に、家庭学習の習慣化と充
実についてご家庭でもご指導をお願いします。

平成３０年 生徒会役員 活動開始！
1 月９日（火）の始業式のあと、下記の１９名が、新生徒会役員として任命されました。新たな風で、
萩東中学校のさらなる飛躍に向けて、活動してくれることと思います。(○は学年)
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長
副 会 長
執行部役員

松原 雄大②
工藤 淳誠②
佐藤 綾花②
吹上 結斗②
生活委員長 上野 鈴歩②
学習委員長 野間 夏実②
環境委員長 伊藤 大晟②
保体委員長 野稲 太陽②
給食委員長 金田 東子②
図書委員長 松岡 灯子②
放送委員長 上田 桜香②
部活部長会長 金子 倖隼②
※丸数字は学年

國光
和田
三好

望桜②
一②
千晶②

高屋
茨木
宮國

那帆①
仁実②
亮悟①

田中
鎌田

桃花②
美萩①

冬休み中のリーダー研修会で、３学期からの活動の準備を進めました！
「これからの活動に向けてのリーダーとしての心構え」「各専門委員会の先生との打合せ」「２学期末
に行われた学校生活の生徒アンケート結果の分析から見える萩東中学校の課題と、その課題に向けての生
徒会としての取組」など、約４時間にわたり真剣な眼差しで活動を行いました。
３年生はいよいよ受験が始まり、１，２年生中心の活動が始まります。３学期は、４月に新入生を迎え
る準備を進める大切な学期です。今以上の萩東中学校をめざし、｢自治｣の活動を行うことができるよう、
一人ひとりが生徒会の一員だという意識をもって活動できることを期待しています。
リーダーとしての在り方

専門委員会の先生との打合せ

「２学期末に行われた学校生活の生徒アンケート結果の分析から見える萩東中学校の課題と、その課題に
向けての生徒会としての取組」

己の欲せざる所は、人に施すこと勿れ

(自分が好まないことは､他人に対してもしてはならない。論語)

1 月１０日（火）に、生徒会役員の任命式と引継ぎ式があり、気持ちも組織も新たに新学期
がスタートしました。
始業式後、 全校生徒に 改めて“い じめ”に つながる行為 をなしにす る、 特 に 、一 見「 本人 は
否 定せず、 笑ってい る」が、 「自分だ ったら嫌 な気持ち になる」 ような、 行き過ぎ た“からか
い ”・“い じり”が ないよう にしてい こうと確 認しまし た。“相 手が苦痛 を感じて いれば、い
じめ ”になります （いじめ防止 対策推進法： H25 年 9 月 28 日施行）。
相 手 が 嫌が る 言動 が ない か 、自 分 自身 注 意する こ と はも ち ろん の こ
と、周囲にそ のような言動 がないか、悩んでいる ような生徒は いないか
と 、仲間に目を かける姿勢 もとても大事になります。毎週のアンケート
や生活ノートなど、気になることはどんどん書いて、学校全体で“困 っ
たり 悩んでいる人 はいないか相 互に確認する目 ”をもって、生徒全員が
楽しいと思える学校にしていきたいと思います。御家庭でも何か気にな
ることがありましたら、遠慮なくご連絡をお願いいたします。
（生徒指導主任 山本淳一）
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男子団体

優勝

陸上競技部

男子

女子団体

優勝

陸上競技部

女子

１年男子１位

重山

１年女子１位

楢林せいか①

２年男子１位

吉川

和真②

２年女子１位

古川

千尋②

長岡 夏希①、
浅野 水希①、
高屋 那帆①、
長田 留名①、
藤田 仁子②、
徳本ひよ理②、
幸
莉穂③、
中村サクラ③、
三浦 愛未③、
高屋 京佳③

弘徳①

波多野綾音①
鎌田 美萩①
亀井
心①
秋田 珠李②
岡崎すみれ②
大玉 麻衣③
幸
紗穂③
井町 里帆③
野村 茉衣③

火災予防運動作品募集 習字の部

入選

山田麻友香③

交通安全作文作品募集

金賞

山田麻友香③

２学期終業式で「２学期を振り返って」

１年４組
貞光進乃介

２年３組
櫻田 真衣

３年３組
河野 光輝

図書館司書補助員の守永
先生が図書室前に飾って
くださっています。

３学期始業式で｢年頭の所感｣発表

１年３組
高屋 那帆

２年４組
岡村 学虎

３年４組
池部 菜々

― 夏 柑 コ ミ ス ク 情 報 ―
第４回
学校運営協議会(１２／１９)の概要報告
学校運営協議会委員さん１５人、萩東中学校教職員１２人が参加し、１９：００～２０：３０の１時間
３０分の会議で、報告及び意見交換が行われました。
開会行事での奥田会長のあいさつに続き、校長より「本校の時間外業務の状況や業務改善への取組につ
いて」「綱紀保持研修の状況について」の説明をしました。
また、１１月に実施した「公開講座についての振り返り」をアンケートの結果をもとに行いました。公
開講座は１１講座開講し、当日は２０４名の参加がありました。長州おはぎ１１７食、豚汁も完食で、参
加者のアンケート結果はおおむね好評でした。しかし、講座開催にあたり、学校運営協議会委員さんを中
心に推進チームを立ち上げましたが、連絡調整が丌十分であったなど、連携の在り方やシステムづくりに
ついて、今後の課題として残りました。また、この時期はテスト、行事、部活の大会などが目白押し状態
なので、開催時期、内容、規模などを再検討し、持続可能な行事にしていきたいという点を確認しました。
続いて、新生徒会執行部の活動が始まるにあたり、３学期には学校運営協議会の委員さんとの正式な顔
合わせをすることや、｢保健だより｣(12/18 発行)で保護者に周知したノーメディアウィークの振り返りを
行いました。また、各プロジェクト及び各学年部から、今後の活動予定についての報告やお願いをしまし
た。３学期には、キャリア教育の一環として１年部が実施する「校内ハローワーク(職業講話)」
（３月１３
日）の講師招聘に関する協力、２年部が予定している「立志式」（２月１４日）への参加依頼をしました。
３年生は高校入試が始まりました。地域の方々に面接指導等でしっかりとご指導をいただいたおかげで、
これまでの成果が期待されます。
最後に、CS コンダクターの蒲先生より、萩市の学校運営協議会規則が変わったことと、今後の取組につ
いての貴重なアドバイスをいただきました。
３学期は、第５回学校運営協議会 １月２６日（金）、第６回学校運営協議会 ３月２日（金）開催の予
定です。

てごの会「花生け」活動へのご協力を！
毎週火曜日１３時３０分から、てごの会会員の方が「花生け」の活動を行い、校
内を花で飾ってくださっています。
冬季に入り、花がなかなか手に入りにくくなっていますので、学校に持ってきて
いただけるような花が御家庭にありましたら、協力をお願いしたいと思います。
花は火曜日に、直接事務室の方へ持ってきていただいても良いですし、子どもさん
を通して持ってきていただいてもかまいません。校内の美化にぜひ御協力をお願い
申し上げます。
また、花生けの活動に興味がある保護者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ花生
けの活動に参加してみてください。

学力向上をめざし、土曜塾を実施しています。ぜひご参加を！
よりよい学校づくりアンケートで、｢塾に行かなくても受験に対応できるような体
制をつくってほしい。｣「補習や勉強会を設定してほしい。」というご意見をいただ
きました。本校では、地域の学習ボランティアの方や高校生のご協力のもと、土曜
塾を実施しております。
３学期も、１月１３日(土)～２月２４日(土)までの、毎週土曜日の 8:10～9:00
に実施する予定です。先日 1 月 13 日は講師 8 人、生徒は 15 人が参加という状況
でした。土曜塾では、自分が学びたいものや解けないで困っている問題などを持参
して学習を進め、疑問点については、講師の先生方に質問すれば丁寧に教えていた
だけます。試験前には 10:00 くらいまで図書室で残って学習をしている人もいま
した。先日､３年生の生徒が、私立高校入試の数学の過去問題を高校生と解いている
姿が印象的でした。
事前の申込みは必要ありません。学習道具を持って 8:00 までに図書室に集合し
てください。多くの生徒の皆さんの参加をお待ちしています。

１月 1３日(土)
１月 2０日(土)
１月 2７日(土)
２月 ３日(土)
２月 1０日(土)
２月 1７日(土)
２月 2４日(土)

