学校だより
雨音の右手の雲に夏の月
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４月下旬の３年生の修学旅行に始まり、５月には体育大会、６月には２年生の職場体験、１年生の校外
学習などの大きな行事が無事終了しました。３年生の修学旅行では、奈良・京都を巡り歴史的建造物の見
学や体験活動など、地元でしか味わえない貴重な体験をしました。また、２年生は６５の事業所にお世話
になり、職場体験を実施しました。1 年生はさがみ湖プレジャーフォレストにおいて、野外炊事とオリエ
ンテーリングを実施しました。
これらの行事は楽しいことだけでなく、課題も見えた体験活動でしたが、どの学年も、仲間意識を高め
集団の中の自分の役割について学ぶことができたと思います。これからの人生を考えますと、困難に出会
うことも多くあると思いますが、こういった活動で培ってきた、自ら考え判断する力、仲間とともに乗り
越える力で、意欲的、主体的に乗り越えていってほしいと願っています。
さて、7 月６日（土）
、今年で 11 回目になる七夕「灯篭祭り」は、天候には恵まれませんでしたが、多
くの人でにぎわいました。幻想的な雰囲気に包まれ、三ツ境駅前～長屋門公園～向原第二公園までの通り
に沿って並べられた９３０基の灯篭。その一つ一つに貼ってある灯篭絵の中に、三ツ境小が３００枚、原
小４００枚、原中２５０枚の児童生徒の作品を使っていただきました。
「おやじの広場」の皆さんはじめ、
長屋門スタッフ、ボランティアの方々、綺麗に飾っていただき、本当にありがとうございました。自分の
描いた絵が貼ってある灯篭を、子供たちが、家族と一緒に探して歩くのもこのお祭りの風物詩となってい
ます。10～20 年先、立派に成人したこの子たちが、今度は自分の子の手を引いて灯篭絵をのぞいている。
そんな姿を想像しただけで、とても素敵な気持ちになりますね。
さあ、夏休みです。何か目標は立てましたか？自分も経験があるのですが『目標は立てたが、結局その
目標を達成できなかった』こんな経験ありませんか？
何か始めようと思う気持ち、実行に移す勇気、やり遂げる根気、はとても大切ですが、それだけではな
かなか行動に移せないですよね。一歩踏み出しやすい、より具体的な計画が必要だということです。たと
えば夏休み中は『一日必ず２０分勉強をする』
『ボランティア活動を１回以上する』など目標に向かったス
モールステップを設定し、確実にこなしていくことが大切です。ステップをこなしたのに目標を達成でき
なくても後悔をする必要はないと思います。後悔は、したことに対してするものではなく、しなかった（行
動を起こさなかった）ことにたいしてするものだと思います。
では、夏休みがみなさんにとって、大きなステップの期間となるよう祈っております。
そして、健康には留意し、休み明けには、また元気な顔を見せてください。

２年 職場体験
6 月２５日、2 年生は昨年の職業インタビューに続いて、進路学習の一環として今年は職場体験に行き
ました。
小学校、保育園などの以前は生徒として関わってところや、美容室、ドラッグストア、スーパーなど日
頃から客として利用しているところ、補助犬協会や水道局団など日ごろ接する機会が少ないところなど６
０個以上の事業所に分かれ、1 日お世話になりました。それぞれの事業所の方たちがそこを利用する人の
ために細かいところまで気を遣っていたり、難しい技術を使いながらそれを一切感じさせないくらいスム
ーズに接客したりするのを目の前で見て、驚きの連続だったようです。
体験後は、お礼の手紙を書きました。当日優しく仕事を教えて頂いたことへの感謝の気持ちやプロとし
て働く方々の責任感や周りの人への思いやりを学んだことなど、
それぞれが自分の言葉で伝えていました。
どの事業所に行っても、
「仕事に対する責任感」「周りの人と協力すること」「相手への思いやりの気持
ちの表現の仕方」などこれからの生活に生かせる素晴らしいことを感じ、学び取っていたようです。
写真は次のページ

（2 年職場体験担当 鈴木美佐子）

３年 親子で学ぶキャリア学習会
中学生の進路選択は、例年６月にスタ 公立・私立比較コース 県立瀬谷
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ートします。６月１５日（土）にパシフィ 公立普通科コース
県立旭
県立霧が丘
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県立大和東
の先生方に協力していただいて、３年生と
保護者の方々を対象とした「キャリア学習会」を開催しました。６つのコースの中から、各自の希望に応
じた２つのコースに参加して、それぞれの特色や学びのしくみ、学校生活の様子を学習することができま
した。参加した生徒たちに、学習会を通じて学んだことを聞いてみると、「各学校の様子がよくわかって、
行きたい高校はどこか、と考えることができた」
「気になる高校は、しっかりと説明会に行くことが大事だ
と思った」
「高校では生徒自らが行事などを運営し、積極的に動いていることがよくわかった」などと前向
きな意見が多く出ました。また、
「進路とは、高校合格がゴールではないんだよ。どんな人間でありたいの
か、というビジョンをもとう」
「受験とは団体戦なんだ。中学校の授業でしっかり学び、クラス全員で学力
の向上を目指し受験に臨もう」など、講師の先生方から貴重なアドバイスをいただくことができました。
土曜日にもかかわらず、お越しいただいた各校の先生方、また、２００名を超える保護者の方々にも参
加していただき、各会場とも盛会のうちに終了しました。ありがとうございました。
（進路主任：岸本 丈）

「まち」とともに歩む学校づくり懇話会
令和元年度の第一回「まち」とともに歩む学
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また、
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と教職員に対するお言葉もいただき、地域の方
が学校の運営や教育活動に関心を持ち、子どもたちや私たち教職員のこともよく見ていてくださっている
ことを改めて実感し、気持ちを引き締めるとともに、心強く感じました。
後半は、学習指導要領改訂を見据えて、育成を目指す資質・能力の３つの柱の内容や学習活動と評価・
評定についてのポイントを、資料をもとに説明をさせていただきました。短時間ではありましたが、大変
有意義な時間となりました。

今後も子どもたちを温かく見守っていただき、地域とともにより良い原中学校にしていけたらと思って
おります。
（副校長 片野 嘉昭）

第一学年校外学習
6 月 28 日（水）
、さがみ湖プレジャーフォレストで校外学習を実施し
ました。原中学校としては初めての活動場所で、野外炊事とオリエンテ
ーリングを行いました。梅雨の時期でしたが、晴天に恵まれました。
朝、土木事務所の駐車場に集合し、時間通り出発しました。バスの中
では各クラス思い思いのレクを楽しみました。
野外炊事のメニューはカレーライスとサラダです。焦がして昼食を食
べられない班がないかなど心配をしましたが、どこの班も、多少ご飯が
硬いとかカレーが水っぽいなどありましたが、みんなで協力して美味し
くいただくことができました。お腹いっぱいだけれど残さず食べようと頑張った人や片付けの時、煤のつ
いた鍋を時間をかけてピカピカに磨いてくれた人、
「○○さんのおかげだね」
などと仲間をたたえ合う姿も
見られ、うれしくなるような場面がたくさんありました。
オリエンテーリングでは、汗をかきながら班で協力してポイントを探しました。そして、時間内に全班
戻るとことができました。最後の班は、６秒前にゴールしました。
この校外学習を通して、1 学年の生徒たちが時間をきちんと守って行動できる人たちであることを感じ
ました。学級委員を中心に、係一人ひとりの責任ある活動が成功につながったと思います。また、暑さの
中、誰一人として熱中症・けが人を出さずに無事に帰ってくることができたのは、体調管理がきちんとで
きていたからだと思います。ご家庭の協力あってのことだと思います。
前日の決起集会やまとめ集会の運営、突撃インタビューなど実があり、楽しめる企画を生徒主体で創り
上げる力も大いにありました。これから、いろいろな場面で皆さんの持ち味を生かして活躍し成長する姿
を、職員一同応援し楽しみにしています。

地区懇談会
６月１５日（土）
、今年度も地区懇談会が原中学校コミュニティスク
ールで盛大に開催されました。連合自治会長様をはじめ、学校を支え
てくださっている地域の方々、また原中 PTA 本部のみなさん、学校
関係職員など６０名近くの参加がありました。今年度は「瀬谷区が取
り組む『減災共助』について」というテーマで、【つどいの広場 ほっ
とスペース】より鹿毛様、
【ひろばネスト】より西村様と２名の講師の
方をお招きし、講話をしていただきました。内容としては、大規模災
害が起こったときの
「瀬谷区の減災への取り組みの状況」
「特別に配慮
が必要な方への支援配慮のポイント、支援アイテム」「トイレ問題」な
どです。その後出席してくださった皆さまでグループごとにディスカッションを行いました。そこで出て
きた意見として、
「災害時には皆精神的要救助者になりえる」
「日頃から高齢者の方や車椅子の方が困って
いるときに声を掛けたり、手を差し伸べたりすることで、要支援者との接し方を学び、子どもたちにも接
する機会を持たせることで、災害時のスムーズな支援にも繋がる」というようなことが出てきました。ま
た中学生へのメッセージとして、
「中学生になれば、体も大人並なので積極的に頼られるべき戦力になる」
「SNS などにより簡単に繋がることができる世の中だからこそ、良いこと(災害時の情報の収集や発信)に
使ってほしい。災害等で命の重さを考えた時、簡単に人を傷つけるような言葉や【死ね】
【消えろ】などの
言葉も言えないはず」というようなことが出てきました。詳しくは、
『校外委員会便り』にまとめてありま
すので、ぜひお読みください。
今年度の地区懇談会も、校外委員さん達の２ヶ月間に亘る着実な準備と当日の円滑な司会や運営により
大成功で終えることができました。渋谷委員長、をはじめ、すべての校外委員の皆様に感謝と御礼申し上
げます。本当にありがとうございました。
（生徒指導専任 篭田 玄太）

夏休みはボランティアに挑戦!!
誰かのために行動できる素敵な人になろう！
今年もボランティアの季節がやってまいりました。先日は、長屋門公園での「さとまつり」と原小学校
での「社会を明るくする運動」の２日間で４０名近い原中生がボランティアに参加してくれました。地域
のボランティアは夏休み期間中に一番多く募集され、すでに教室や廊下に多くの『募集ポスター』が掲示
されていると思います。
今までやってきた人もやったことがない人も積極的にボランティア活動に参加してみてください。きっ
と素敵な経験ができ、地域の方々との出会いや新しい発見があるはずです。

募集されているボランティアはどこで知るの？
地域からのボランティアは募集があるたびに各クラスにポスターを１枚掲示しています。職員室前掲示
板にも「ボランティアコーナー」があり、クラスに掲示されているポスターと同じものが貼ってあります。
申し込みは峰先生、菅野先生、濱﨑先生、篭田までお願いします。
（生徒指導専任 篭田 玄太）

夏休み中のボランティア
ボランティア

＊ボランティアカードが必要な人は、職員室へ取りに来てください。
日時

絵本の読み聞かせ

7/20(土) 10:30~13:30 ほか

和泉川の防犯清掃
富士見台自治会
夏祭りの準備
高齢者食事・お楽しみ会

7/27(土)7:00~8:00
7/26(金)～28（日）
時間はポスター参照
7/26(金)11:00~13:30

原中西自治会 納涼の集い

7/27(土) 17:00~20:30

南部まつり
デイキャンプ

7/28(日) 14:00~17:00
8/3(土)13:00~17:00

あくわキッズ・水遊び

8/3(土)8:30～13:00

ほっとサロンゆうあい
夕霧サロン

8/3(土)10:00~11:30
8/5(月)10:00~11:30

うたごえラウンジ
子育てサロンえむ

8/7(水)10:00~12:00
8/7(水)10:00~11:30

あくわキッズみなみ・水遊び

8/7(水) 8:30~13:00

原中前自治会 夏祭り
二ツ橋南部自治会 夏祭り

8/17(土) 15:00~18:30
8/18(日) 9:00～15：00

サロンふらっと宮沢

8/20(火)10:00~11:30

場所
阿久和地区センター
和泉川
三ツ境公園
ＪＡ農協 原支店
むじなくぼ公園多目的広場
原小学校グランド
原小学校校庭・体育館
長屋門公園
ゆうあいの郷
夕霧会館
宮上会館
宮沢会館
大久保原公園
原中学校グランド
二ツ橋南公園
宮沢会館

人数

１０名
5～10 名
5~10 名
15 名
10 名程度
5～10 名

5~10 名
10 名

☆☆☆ 長期休業中の留守番電話時間と学校閉庁日のお知らせ ☆☆☆
※※※ 長期休業時の留守番電話対応の時間帯 ※※※
①長期休業期間 （平日）
夕方 17：00 ～ 翌朝 8：30
②長期休業期間 （土、日、祝日および閉庁日） 終
日
※※※ 学校閉庁日 ※※※
夏休み中
８月 13 日（火） ～ ８月 1６日（金）
冬休み中
12 月 27 日（金）
ご理解と、ご協力をお願いいたします。

