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実り多き２学期になりました

校長 宇野

孝一

今年も残すところ、あと１０日となりました。２０１６年の世相を表す「今年の漢字」は、オ
リンピックイヤーということもあり「金」が選ばれ、京都の清水寺で発表されました。
では、今年の萩東中を表す漢字は何でしょうか。今年は、特に文化・スポーツ面など多方面で
積み重ねてきた努力が実り、萩東中生徒の実力として発揮されたので、漢字一字で「実」ではな
いでしょうか。
特に２学期は、９月の残暑まだ厳しい中での「体育祭」に始まり、
「文化祭」や「音
楽祭」など、目白押しに行事がありました。様々な場面で生徒の創造性や表現力、協
調性や団結力などが発揮され、彼らの底知れぬ可能性を感じると共に、私たちは感動
も味わわせていただきました。まさに「My Color ～１人ひとりの No.１へ～」この
生徒会スローガンのように、様々な教育活動で自分らしい色の果実が実った１年であ
ったと思います。
今年１年を振り返り､来年もよい年でありますようにお祈りいたします。

◆自分の身は自分で守る（冬休みの心得をもとに、御家庭でも御指導をお願いします）
①貴重品管理はしっかりと！
これから年末年始を迎え、生徒もいつもより多くのお金を所持することが考えられま
す。貴重品は、丌用意に放置せず、
“肌身離さず持つ ”を基本とし、トラブルがないよう、
自己管理をしっかりとお願いします。
②SNS トラブル防止
他人の悪口や個人情報、画像を載せるなど、トラブルにつながる行為は絶対に
しないようにお願いします。
③交通事故防止
交通量が増える年末年始を迎えます。特に夕方、暗い中での事故が多い
傾向にあります。横断歩道を渡る際は、周囲にある車の“ドライバーの目線”
を確認することが大切です。冬休みは、御家庭でも交通安全についても話を
され、注意を喚起してください。

◆善行ストーリー（地域のドリー夢メーカー）
１１月４日（金）午後５時過ぎ頃、川島のローソンの道の向かい側にある場所で道に迷
っていた、認知症の高齢者に対し、1 年生の尾尻孝太朗君が声をかけ、近くの民家に救助
を求めました。民家の方が警察に通報し、高齢者は無事保護され、家族のもとに帰ること
ができました。尾尻君は、警察が到着するまでの間、お年寄り が安心して落ち着 けるよう
温かい声かけをしました。自らの判断で、困っている人に勇気をもって声かけをし、救助
した行動に教職員一同感動しました。
毎年、中学生が地域の人命救助にあたる案件が数件あります。これからも、地域の心を
元気にする、頼りがいのある“ドリー夢メーカー”になれるよう、生徒も教職員も心がけ
ていきたいと思います。
（生徒指導主任 山本淳一）

◆公開講座「～そうだ！萩東中へ行こう～」盛り上がりました！
１１月２７日（日）に４回目となる「公開講座」が
開催され、１１の講座に当日参加も含めると２４０名
近い方が参加され、大変賑わいました。
また、今年度も長州おはぎを楽しむ「お茶処 維新｣
が設けられ、来校された方がお茶を飲みながらゆっく
りと味わわれていました。
それぞれの講座は大人気で、受講者の皆様の楽しそ
うな笑顔が見られました。受講後のアンケートからも
下記のような喜びの感想が多く聞かれました。
【写
真】こんなにオープンな社会人参加型の講座があってうれしいです。とても楽しかったです。
【フラワーアレンジメント】同じような材料なのに、色が違うだけで一つも同じものができないこと、
また、綺麗に完成できたことに感動しました。
【フラダンス】想像以上に楽しかったです。そして、手の動きには言葉の意味があるなど、奥が深くて
感心しました。みなさんにお勧めしたいと思います。
【カード作り】とてもわかりやすく教えていただきました。家でも試してみたいと思います。

◆「引き渡し訓練」御協力ありがとうございました
１１月３０日（水）生徒による「地震・津波訓練」の後、引
き渡し訓練を行いました。この訓練は、大規模災害や重大事件
等が発生した際に､生徒を安全・確実・円滑に保護者等に引き渡
すためのものです。これまでも実施したことはありましたが、
今回は全家庭の６割以上の協力をいただくことができました。
保護者の皆様、誠にありがとうございました。
まち comi メールによる連絡後、体育館での引き渡し、そし
て下校という一連の流れの中で、生徒、保護者等の動き、また
教職員がどのように対応すべきかをしっかり確認できました。
今回の訓練は、学年毎に時間差でメールを流して迎えにきて
いただいたため、200 台を超える車が混乱なく移動できました。
しかし、訓練を見ていただいた県防災アドバイザーからは、一
斉にメールを流して訓練を行ってみることや、地域と連携した
訓練の実施についてのアドバイスもいただきました。
大切なお子様の命を守るため、今後も訓練や緊急時の対応に
御協力いただきますようお願いします。
なお、まち comi メールへの登録がまだの方は、ぜひ登録をお願いします。

知の宝庫＊「本」があなたを待っています
いよいよ冬休み。２学期はどんな素敵な本たちと出会えたでしょうか？
３学期から、今年度最後の新着図書の貸し出しを開始します。２学期に
生徒からリクエストのあった本や選書会で選んだ本が、盛りだくさんです。
新着図書は、図書室の「新しく入った本」コーナーに設置します。
３学期も、ぜひ、昼休みを利用して、図書室に足を運び、新しい本との
素敵な出会いをしてほしいと願っています。
保護者の皆様も、お子様と一緒に読書をされたり、本の内容について語っていただいたり
することをおすすめします。
（図書館担当：岩田）

全国の壁に挑戦しました！
１２月１８日（日）に滋賀県野洲市の希望が丘文
化公園で「第２４回全国中学校駅伝大会」が開催さ
れました。本校は７年連続全国大会に出場しており、
今年度も山口県代表として全国の代表と健脚を競
いました。昨年まで全国大会が行われた山口県セミ
ナーパークのコースとの違いに戸惑いはあったよ
うですが、それぞれが持っている力を振りしぼって
走り抜きました。結果は５９分４８秒で第３４位で
したが、一つでも順位を上げようと懸命に走る姿に
胸を打たれました。
また、この日、萩を早朝３時３０分に出発するバスで､３２
名の生徒・保護者・教員が、応援に向かいました。そして、
前日から応援に行っていた生徒・保護者とともに、会場では
大きな声を出して選手を応援しました。
会場に駆けつけてくださった皆様、そして、山口から応援
の思いを届けてくださった皆様、熱い応援をありがとうござ
いました。そしてお疲れ様でした。
【当日のオーダー】１区：日隈達也くん
２区：西本統真くん ３区：岩田季薫くん
４区：村上正樹くん
５区：松原幹樹くん ６区：楢林蒼大くん
【オープンレース出場】 井町翔一くん 泉山隼人くん 吉川和真くん

◇◇◇ ３学期からの基礎学力の定着のために 「土曜塾」の活用を！ ◇◇◇
２学期も今日で終わり、通知表を手に、親子で学習の様子を振り返っておられることと思
います。冬休みは、年末年始の忙しい時期ではありますが、18 日間を自分のペースで過ご
すことのできる有意義な時期でもあります。
丌得手意識のある部分をそのままにせず、少しずつ学習を積み重ねてほしいと思います。
１月は、１０日の始業式よりも前に「土曜塾」を開始します。
３学期の学習に備えて、ぜひ多くの生徒に参加してほしいと思います。
《１月の実施予定》１月７日(土)・１４日(土)・２１日(土)・２８日(土)
〈時間〉8：10～９：００
〈場所〉萩東中学校 図書館
《土曜塾講師》萩高生、元校長先生、地域の学習ボランティアの方々、本校教員等
※ 個別に、親切・丁寧に指導します。
《持参物》筆記用具、学習したい教科の教科書、ノート、ワーク、問題集等
※ 学習プリントも用意しています。
《参加方法》本校生徒であれば、誰でも参加可能です。もちろん無料です！
事前申込みはいりません。参加できる日に、自由に図書室に来てください。

２学期以降の表彰
今学期も、多くの生徒がさまざまな場面で、力を発揮し、活躍しましたので紹介します。
《スポーツ関連》
山口県体育大会（10／1・2）
【団体】3 位 ソフトボール部 【個人】1 位 剣道女子 正木友花、柔道男子 古屋渉（1 年
７３ｋｇ級） 2 位 柔道男子 中家晴輝（2 年７３ｋｇ級）、陸上競技 世良榛菜（共通四
種競技） 3 位 柔道男子 角屋太一（3 年５０ｋｇ級）、同 岡優太（2 年５０ｋｇ級）、
同 西村和馬（2 年５５ｋｇ級）
萩阿武中学校新人体育大会（10／8）
【団体】優勝 サッカー部 バスケットボール部男子 卓球部男子 ソフトテニス部男子
剣道部男子 柔道部男子 バレーボール部 バスケットボール部女子 卓球部女子
ソフトテニス部女子
【個人】1 位 卓球男子 岡村直哉（2 年の部）、同 坂本光大（1 年の部）、
柔道男子 西村和馬（2 年軽量級）、同 中家晴輝（重量級）、剣道男子 金子大翔、
卓球女子 藤井麗妃（1 年の部）、ソフトテニス 長岡未夏 三浦愛未、剣道女子 大玉麻衣
山口県中学校選抜新人陸上競技大会（10／8）
4 位 二宮大翔（2 年男子 110ＭＨ）、上村舞衣（女子走り幅跳び）、7 位
０００Ｍ）

泉山隼人（男子３

山口県中学校剣道新人大会【団体】優勝 剣道部女子 【個人】3 位 大玉麻衣
山口県駅伝大会（11／19） 優勝 駅伝部男子（全国大会に出場） 6 位 駅伝部女子
区間賞 村上正樹（4 区）
《文化関連》
萩阿武英語暗唱弁論大会（９／２７） 金賞 今田茉那（県大会に出場）、銀賞
山口県総合芸術祭山口県川柳大会ジュニアの部 天位賞（1 位）野村偉武

野間理紗子

萩市美術展 奨励賞 浜畑凛音
世界文化遺産登録一周年記念 絵画募集 2016 入選 野間夏実
萩阿武科学研究発表会 特選 伊藤叶芽、三村京子、
萩阿武科学作品展 特選 大林朱里、幸紗穂・幸莉穂、松岡灯子
「わたしの志」作文募集 山口県教育会長賞 高屋京佳、佳作 工藤陽花
山口県読書感想文コンクール 教育長賞（全国へ）松岡灯子、入選 石川依季、高屋京佳
山口県歯の健康優良児審査 山口県歯科医師会長賞 横山莉子
サイエンスやまぐち 2016 山口県科学作品展 佳作 大林朱里
税について【中学生習字】優秀 木村美優
【中学生作文】 優秀 松岡灯子
朝ごはんメニューコンテスト 優秀賞
社会を明るくする運動作文コンテスト
山口県技術家庭科生徒作品コンクール
繁友楓、山田麻友香、金子大翔

宮田明香
萩更生保護女性会長賞 茨木仁実
入選 中尾春翔、池田陽菜、宮田明香、日隈達也、

明るい選挙啓発標語 山口県教育委員長賞 上野鈴歩、推進協議会長賞
金谷天満宮奉納清書 金賞 郷田愛佳
人権作文コンテスト萩地区大会 入選 幸紗穂

佐伯知恭

