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校長 神 村 信 男 ６月参観日・講演会を１３日（金）に実施しま
した。当日は、小学校の先生に１年生の授業の様

自然から学ぶルーティン（決まり切った手続き、習慣）前 子を参観していただき、その後に情報の交換など
の学校だよりの中で「学力向上のための規則正しい生活」と 指導に役立てる連絡会も行われました。講演会では、山口県学校防災アドバイザーの「幸坂美彦」先生をお迎えして、『これからの防災を考
いう話をしました。自然界の動物もこのルーティンをもって、 える』についての講演をしていただきました。本校では、今年度から総合学習で、防災教育に取り組んでおり、①災害って何？②防災って
子孫をつないでいます。その現象を光市で見ることができましたので、ご紹 何？ ③自分たちでできること ④自分たちがすること について分かりやすく教えていただきました。最後に、防災対策のキーワードと

介します。 して、「知る」：災害の種別、地域、過去の災害 「見る」：住んでいるところ、地形、地勢、被災地 「伝える」：皆に伝える、次世代に伝
【くさふぐの産卵 ～初夏の神秘的な風物詩～】 えることの大切さについての

【クサフグ (草河豚、Takifug お話があり、キーポイントと 光市『雇用の日』メッセー
u niphobles ) は、フグ目フ して、①「助けられるから、 ジフェアが５月２６日（火）
グ科 全長約１５ｃｍ】 助ける」②「備える」③減災 に市民ホールで開かれまし
光市室積の静かな海岸で、 を挙げられました。参観授業 た。本校からは２年生５６名

初夏の神秘的な風物詩、クサ では、平日にも係わらず保護 が参加しました。この『雇用の日』は昨年度から開かれており、今
フグの産卵に立ち会うことが 者の方々に授業の様子を参観 年は中学生にも、将来の夢の実現に向け、やりがいや難しさなどを
できます。私が、山口大学教 していただきました。 直接聞くことのできる場を設定していただきました。
育学部附属光中学校に勤務し 『未来の僕たち・私たち!!～いろいろな分野で働く職業人を紹介
ていた頃、この自然の神秘な します』コーナーなど、光市内にあるすばらしい企業の方々からお
光景に圧倒され、毎年、自然教室として 話を聞くことができました。

生徒を引率して生徒と一緒に感動しました。クサフグは、５月末から６月末にかけて、大潮に
向かう中潮の時期で、しかも、時間も干潮から満潮までの時刻から集団で産卵を開始します。 『雇用の日』 今回の講演を聴いての感想は、どの

メッセージフェアでのいろいろな人たちの 職業も大変そうだけど、やりがいを感じるところ
【産卵の瞬間をとらえた写真 ○の部分に卵が出かかっています。 撮影 校長】 話を聞いて、一番心に残ったことは、光市役所の方が がたくさんあって、すごいと思いました。最初に

今年のピークは、６月９，１０，２４， 話された「光市が好きだから」というお話でした。私 聴いた高橋さんのロボットクリエイターのお話は
２５日です。いずれも午後４時から５時の は将来、大阪や東京などの都会で働きたいと思ってい とてもおもしろかったです。アメリカの有名なグ
間に産卵を開始し、その後海に帰っていき ました。今日のお話を聞いて、私はやっぱり将来、光市で仕事がしたいと ランドキャニオンを上ったというお話や２４時間
ます。満潮前の夕刻、無数のクサフグが岸 強く思うようになりました。 走り続ける三輪車など、びっくりしました。私は
辺に寄ってきました。おなかを大きくした 今までにロボットは見たことがあるけれど、あん
雌の数が多く見受けられます。岸に寄せる 今日は、ロボットクリエイターのお話以外にも 今 回 なにすごいロボットを見たのは初めてです。
波に乗って多くの雄が一斉にしらこ（精子） たくさんの方々にお話をしていただきました。そのほと の講演で感じ
を放出すると、水しぶきを上げながら産卵 んどが光市内の会社でした。光市内にこんなにもたくさ たことは、仕事はとても大変だけど、やりがいがあり、楽しいこと
を始めました。波打ち際に乗り上げ んの会社があるなんてびっくりしました。光市の人口は だということです。今回の講演で話をしていただいた方々は、全員
たクサフグは、小さな体を小石に叩 １／３は高齢者というお話も途中でありました。将来、光市以外 光市のことが好きで、自分のやりたいことをやっているのだなと感
きつけながら産卵します。群がる雄 や県外に出て働くのもいいけれど、やっぱり、自分が生まれ育っ じられました。また、光市にはたくさんの企業があることにも驚き
の精子で波打ち際が白く濁ります。 た場所で働くのもいいなと思いました。 ました。地元のことについて知らなかったことが少し情けないと思
その様子は、まさに、自然界の生命 いました。講演を聴く
の神秘です。そして、産卵が終わる １日（火）生徒集会 ALT ことで視野が広がった

と疲れ果てた体でありながら、海の方へ戻っていきます。その姿を見ると感動して、目 ２日（水）研修職員会 ような気がします。
に熱いモノを感じます。毎年、同じタイミングでクサフグの集団産卵がおこります。ど ４日（金）隊別集会

んなに、気候が変わろうとも、時がたっても、クサフグの産卵の仕組みは、子孫に伝えられ変 ７日（月）ALT 企画会 １日（金）全校登校日
わっていません。自然界のルーティン【（注）ルーティン (routine)とは、決まり切った手続き ９日（水）職員会議 大和人権学習講座③
や仕事の事。日課】でしょう。 １１日（金）学年部会 ２日（土）光市陸上競技大会
近年では、環境汚染が進んでいますが、どこででもこのような観察ができる美しい海を維持 １３日（日）クリーン光（全員参加） 大和人権学習講座④

し、このルーティンを狂わせてはならないと思いました。 １４日（月）光市教育委員会学校訪問 ８日（金）大和地域小中連携教育会議
それが私たちの使命ですね。 １５日（火）保護者個人懇談会① １９日（火）教育フォーラム
人に置き換えれば、 １６日（水）保護者個人懇談会② ２３日（土）全校登校日 除草作業
○毎日やるから、いつもやるから、逆に徹底してこだわり、いい習慣をつけていく。無意識 １７日（木）保護者個人懇談会③ ２５日（月）振替休日
によいルーティンができる状態を作る。 １８日（金）全校集会 ２６日（火）職員研修会
○ルーティンへのこだわりが、クリエィティブな仕事への集中力を高める。 １９日（土）夏季休業開始 ２８日（木）全校登校日①（体育祭関係）
○ルーティンへのこだわりが、素晴らしいクリエィティブ作業の段取りになる。 ２５日（金）大和人権学習講座① ２９日（金）全校登校日②（体育祭関係 委員会）
○ルーティンへのこだわりが、仕事を楽しくしていく事にもつながる。 ２６日（土）秋季県体予選① 大和人権学習講座②

２７日（日）秋季県体予選②
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中学校３年間で最も楽しみな修学旅行！
５月２２日（木）～２４日（土）の２泊３
日の行程で、神戸・奈良・京都・大阪での
研修を実施しました。神戸では「人と防災
未来センター」を見学し、阪神淡路大震災 ６月３日（火）に、２年生はキャリア教育の一
の様子や、防災のあり方を学びました。奈 環として、広島の江波山気象館、チューピーパーク、オタ

昔に建てられたものについて関心を強 良公園の「南大門～東大寺大仏殿」では、歴史の中にタイムスリ フクソースに社会見学に行きました。
く持っていたわけではなかったけれど、 ップし、京都では、さらに自主研修の中で日本の伝統や文化に触 江波山気象館では、自由に見学ができました。印象に残っ

東大寺を見たり金剛力士像を見て感動しました。再 れることができました。 たのは、突風カプセルと雷放電コーナーです。突風カプセ
建されたり、すでに焼かれていたものもあったけれ 最終日には、お楽しみの「ＵＳＪ！」。あっという間に過ぎた ルでは台風の風を体験できました。風がだんだん強くなっ
どすごかったです。防災センターでは、自分の身を ３日間だったようです。ケガも病気もなく、そして、何よりも節 て、立っているのがつらかったです。雷放電コーナーは、
守るための道具とかについて教わりました。このあ 度ある取組ができたことが、３年生の成長ぶりを感じさせました。 雷の大きな音を聞くことができました。
たりでは、あまり災害がないので、まだまだ意識が その様子をお届けいたします。 オタフクソースでは、お好み焼きの歴史について学びました。
低いとも感じました。南海トラフ地震など、危険はたくさん 原爆と関係があるとは知らなかったです。その後、昼食に自分たちでお
あるので、教わったことをしっかり活かしていきたいと思い この３ 好み焼きを作って食べました。おいしかったです。
ます。思い出に残る３日間になってよかったです。 日間での チューピーパークでは、新聞ができるまでの様子を学びました。新聞

全体の感想はとに の数が一番多く印刷されているのは読売新聞だそうです。夜遅くまで仕
私が見学した場 かく楽しかったと 事をしていてすごいと思いました。新聞を印刷する機械も見学すること

所は、ほとんど写 いうことです。具 ができ、とても勉強になりました。
真でよく見る場所でした。 体的には、１日目
写真で見るだけだと、すご は東大寺の大仏、 今年の新体力テストの結果です。最初に、
いなぁ～としか思えないけ 奈良公園のシカな 紙面の都合で表の中の数字が見えにくいこと
れど、実際に見ると写真と どです。２日目は をお詫びいたします。
印象が違うところがあった 自主研修です。世 さて、この一覧は、本校の各学年男女と山口県・全国との比較表です。○印はすべてを上回り、×印は
りして、いろいろと発見す 界遺産である金閣寺や銀閣寺、清水寺などを見学 すべてを下回っているという表示です。（△印はどちらか一つ上回っている）
ることができました。よく できたのでとてもよかったし、抹茶は無理だった この中で、長座体前屈という種目があります。結果としては、全学年男女とも下回っているという結
分からないところも、地元 けれど、八つ橋はたくさん食べるこ 果でした。この種目は、長座の姿勢から上体を前に倒す柔軟性を測定するものですが、単純にみれば「身
の人やガイドさんが丁寧に とができたのでよかったです。３日目 体が固い」とうことになるのでしょうが、日頃の生活の中での姿勢のあり方など、振り返るいい機会かもしれません。
教えてくださいました。楽しい修学旅行でしたが、それと同 は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパ
時に、歴史の勉強にもなりました。 ンに行きました。とても人が多くて、

乗り物などは人が混んでいて一つも乗れませんでした。でも、
土産などはたくさん買えたからよかったです。

私には初の
近畿地方だっ

た。初めてづくしの３
日間で、全部が楽しか
った。南京町では本場
の雰囲気を味わえた
し、人と防災センター
では、阪神淡路大震災
の恐怖を少し感じるこ
とができた。京都の１

日研修は、初めての満員バス。いろんな路線バスがあり、道 ストレスマネジメントとは、ストレスと上手につき
に迷ったり、乗り過ごしたりもしたけれど、自分たちでちゃ あうこと・・・「何らかの対処が必要な状況や変化」の
んとまわれたことは、すごく達成感があった。 ことを「ストレス状況」といいます。簡単に対処できることはそれですみますが、対処が難しい状況においては、私

私にとっては初めての京 たちの心や身体はさまざまな反応を起こします。そこで、私たちに必要なのは、自分のストレスについてよく知り、
都会の空気や古都ならではの建物などに驚くばか 都でした。いつも見ている 適切な対処法を実践することで、ストレスと上手につきあっていくことなのです。５月末から６月中旬にかけて、本

りの３日間でした。震災が人々の生活にどのような 大和の風景とはすごい違いでした。自 校のスクールカウンセラーの名村高美先生が全クラスにストレスマネジメントを実施しました。
影響を与えるのか、地震の恐ろしさに驚き、金閣寺のきらび 主研修では、最初バスに迷ったけれど、（以下、１年生の感想から）
やかさに驚き、清水の舞台の高さに驚き・・・。また、学ん 予定通りにきっちりと行けたのでよか ・ストレスはリラックスするとなくなることが分かりました。

だこともたくさんあり ったです。もっと時間があれば、行っ ・ストレスを感じたときは、リラクゼーション法をやってみようと思いました。
ました。 命の大切さ、 た全部の場所をゆっくりと見れたのに ・ストレスは病気にもつながるんだなぁと
今、生きていることの なぁ・・・と思いました。昔のもの 思いました。
ありがたさ、協力をし は本当にすごいです。落ち着ける場 ・手や足のどこかに力を入れて一気に力を
て物事を進めることの 所だと思います。もしかしたら、私 抜くことでストレスがなくなっていって
楽しさ、公共の場での の前世は、あの時代にあの場所に住 とても気持ちよかった。
マナー、他人との接し んでいたのかなと思うくらい落ち着 ・大人になるにつれてストレスは増えるの
方などです。３日間で けました。京都も楽しかったけれど、 で、貴重な体験だったと思います。自
学んだことを普段の生 奈良や大阪もスゴい楽しかったし、 分を見ることもでき、これから実践し て
活に活かせるようにし 勉強にもなりました。この学年のメ みようと思います。
たいです。 ンバーで行けてよかったです。 ・ストレスはコントロールできることが分

かり、とてもおもしろかったです。

握力(kg) 上体起こし(回)
長座体前屈

(cm)

反復横跳び

(点)
２０ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ

持久走

1500m(秒)
５０ｍ走(秒)

立ち幅跳び

(cm)

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投げ

(m)

Ｈ２４全国 23.2 24.71 39.23 49.38 71.98 412.29 8.49 181.99 18.55

Ｈ２５山口 22.9 23.6 37.3 48.5 75.3 413.9 8.5 174.4 18

Ｈ２６本校 28.8 30.25 34.6 53.6 75.6 405.1 8.08 180.8 15.46

◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ×

握力(kg) 上体起こし(回)
長座体前屈

(cm)
反復横跳び

(点)
２０ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ

持久走
1500m(秒)

５０ｍ走(秒)
立ち幅跳び

(cm)
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投げ

(m)

Ｈ２４全国 30.62 27.79 43.91 52.72 87.67 381.19 7.89 199.27 21.49

Ｈ２５山口 28.2 26.7 40.6 50.8 92.7 382.8 7.9 190.3 20.4

Ｈ２６本校 33.24 30.43 35.86 55.39 98.5 366.18 7.61 182.2 19.14

◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ × ×

握力(kg) 上体起こし(回)
長座体前屈

(cm)

反復横跳び

(点)
２０ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ

持久走

1500m(秒)
５０ｍ走(秒)

立ち幅跳び

(cm)

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投げ

(m)

Ｈ２４全国 35.66 29.89 46.95 55.19 95.7 364.06 7.5 213.85 23.93

Ｈ２５山口 33.4 29.1 43.4 54.1 99.8 371.7 7.6 203.6 22.9

Ｈ２６本校 36.63 28.53 38.66 55.27 99.2 357.87 7.41 190.2 20.05

◎ × × ◎ ○ ◎ ◎ × ×

３年男子

１年男子

２年男子

握力(kg) 上体起こし(回)
長座体前屈

(cm)
反復横跳び

(点)
２０ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ

持久走
1500m(秒)

５０ｍ走(秒)
立ち幅跳び

(cm)
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投げ

(m)

Ｈ２４全国 22.06 20.51 42.23 44.45 51.94 302.23 9.08 164.25 11.85

Ｈ２５山口 21.4 20.5 40.7 44.4 56.5 296 9 161.1 12

Ｈ２６本校 26.79 22.58 39.25 48.41 56.75 276 8.59 158.1 12.25

◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎

握力(kg) 上体起こし(回)
長座体前屈

(cm)
反復横跳び

(点)
２０ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ

持久走
1500m(秒)

５０ｍ走(秒)
立ち幅跳び

(cm)
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投げ

(m)

Ｈ２４全国 24.42 23.52 44.57 46.76 61.23 284.33 8.73 171.74 13.56

Ｈ２５山口 23.4 22.9 42.5 46 63.3 292.1 8.8 165.8 13.2

Ｈ２６本校 28.5 24.65 39.48 49.52 64.1 268 8.39 170.25 12.28

◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ×

握力(kg) 上体起こし(回)
長座体前屈

(cm)
反復横跳び

(点)
２０ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ

持久走
1500m(秒)

５０ｍ走(秒)
立ち幅跳び

(cm)
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投げ

(m)

Ｈ２４全国 25.63 24.23 46.26 47.36 60.08 287.47 8.66 173.9 14.29

Ｈ２５山口 24.4 23.8 44 46.4 63 290.2 8.7 167 14.1

Ｈ２６本校 29.35 23.52 43.55 49.67 68.73 283.98 8.55 160.47 14.26

◎ × × ◎ ◎ ◎ ◎ × ○

１年女子

２年女子

３年女子


