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大和地域駅伝競走大会兼校内クラスマ
ッチが、１１／２（日）に大和総合スポ
ーツ

センター外周コースで行われました。各クラスで駅
伝チーム（男子５人：各３ｋｍ 女子５人：各２ｋ
ｍ）を編成し、男子１２チーム、女子１３チームで
競いました。また、駅伝チーム以外にもフリーの部
（男子３ｋｍ 女子２ｋｍ）にも２２人が参加し、
保護者や地域の方々の応援を受け最後まで粘り強く
走り抜きました。開会式では、選手代表として３年
生の寺嶋さんが力強く宣誓しました。

最近読んだ本から、刺激を受けましたのでご紹介しま 結果は以下のとおりです。
す。ぜひ、一読ください。
図書名：子どもたちに「７つの習慣」を 【区間賞】 男子一般・中学の部 女子一般・中学の部
～リーダーシップ教育が生み出した奇跡～ 〈男子〉 〈女子〉 １位 ２年Ｂ組 Ｃチーム １位 ２年Ｂ組 Ａチーム

著者名：スティーブン・Ｒ・コヴィー １区 岡田 優作 寺嶋 文香 １区 山岡 崇 １区 工藤 優実
出版社：キングベアー出版 ２区 古木 瑞紀 田中 亨佳 ２区 河地 徹実 ２区 田中 亨佳

これまで、生活習慣やルーティンを高めるこ ３区 中野 真弥 熊野 光夏 ３区 山口 竜生 ３区 吉崎 優衣
とで、自分自身にどのような効果が期待できるかという ４区 久保 拓巳 友利 綾花 ４区 福光 竜平 ４区 山本 季里
ことを学校だより４，６月号で書いてきました。 ５区 今村 柊野 木村 友香 ５区 今村 柊野 ５区 木村 友香
○学校だより４月号「自分のルーティン（規則正しい動

作やしぐさ）を持とう」
・生活習慣と学習習慣、そして、＋サイクルを一つの
規則正しい動作として確立することが大切です。

○学校だより６月号「自然から学ぶルーティン（決まり 閉会式が行われるまでの間、大和公民館・大和 ◆光市新人大会（10/11、12）
切った手続き、習慣）」 食推さんのお世話で昼食として炊き出しが振る舞 卓球女子 個人 池田雪乃 ３位
・毎日やるから、いつもやるから、逆に徹底してこだわり、いい習慣を付けてい われアツアツの「豚汁」を全員でいただきました。 ◆山口県選抜新人陸上競技大会（10/18）

く。そして、無意識によいルーティンができる状態をつくる。 とても美味しくて、中には２杯３杯とおかわりを 男子１００ｍ 金本将太郎 ７位
・ルーティンへのこだわりが、クリエイティブな仕事への集中力を高め、段取り する生徒もいなした。ありがとうございました。 ◆光市長距離継走大会（10/19）

がうまくでき、すべての活動を楽しくしていく。 閉会式終了後には、本校の校外ボランティア活 男子Ａチーム ４位
子どもたちにも、知らず知らずのうちに「習慣」は身に付いています。朝起きて、 動として大和総合スポーツセンター公園内と伊藤公記念 女子Ａチーム ４位

歯を磨く、顔を洗う、朝ごはんを食べる、これはみな習慣です。つまり、言われな 公園の２カ所に分散し、各部活動単位で落ち葉拾いを中 個人男子 岡田優作 ７位
くても、考えなくてもできること、それが習慣ということです。そして、その習慣 心に清掃を行いました。また、駅伝大会応援の保護者の 個人女子 木村友香 ４位
には良い習慣と悪い習慣があるということを認識しなければなりません。例えば、悪 方々も、午後から ◆光市読書感想画コンクール(10/23)
い習慣として、散らかしたまま片付けない、学校から帰ったらカバンを置きっ放しに の活動に多数参加 入 選 末長亜由美
する、などなど、たくさんあるのではないでしょうか。その悪い習慣を放っておくと、 いただき、本当に ◆田島直人記念陸上競技大会(11/9)
どうなるのかを一緒に考え、それを正しい良い習慣に変えていくことが、人の健康、 学校・家庭・地域 女子１５００ｍ 木村友香 ７位
体力、心力を高めていくことができると考えています。もっと、子どもたちの能力を が一つになった活 ◆山口県中学校駅伝・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ大会（11/15）
引き出し、高めていきたいと思っています。 動を行うことがで 駅伝の部 男子 ３９位
【子どもたちに「７つの習慣」を】では、次の７つの習慣が挙げられています。 きました。大変あ クロスカントリーの部

りがとうございま 個人女子 木村友香 １位
第１の習慣：主体性を発揮する 第５の習慣：理解してから理解される した。
第２の習慣：目的をもって始める 第６の習慣：相乗効果を発揮する
第３の習慣：重要事項を優先する 第７の習慣：自分を磨く～刃を研ぐ～ そして、その合唱活動の牽引役
第４の習慣：Win-Winを考える として、指揮者を務めたのが吹

奏楽部の部長でもある岩田さん
次回１２月号では、この７つの習慣についてもう少し詳しくお話しします。 です。吹奏楽部としては、今年 １日（月）振替休日

度、県のコンクールで金賞、特 ２日（火）生徒集会
賞を受賞したことは本誌でもお ３日（水）研修職員会議
伝えしましたが、合唱活動も本 ４日（木）生徒会役員選挙
校の大きな特色の一つです。多 ９日（火）３年生進路相談会①
くの苦労もあったことでしょ １０日（水）３年生進路相談会②

今年度の光市小中音楽会が、１１月１７ う。しかし、見事にやり遂げて １１日（木）３年生進路相談会③
日（金）の午後、市民ホールで行われま くれました。 １２日（金）新入生説明会 企画会
した。 また、ピアノ伴奏者も同じよ １５日（月）職員会議・学年会議

今年は、３校が合唱、３校が吹奏楽の うに苦労が多かったことと思い １７日（水）１・２年生保護者懇談会①
発表でした。本校は、文化祭の全校合唱 ます。３年生の田村さんと２年 １８日（木）１・２年生保護者懇談会②
で歌った『変わらないもの』『春に』の 生の松田さんは、みなとはまた １９日（金）１・２年生保護者懇談会③
２曲を披露しました。１５９名の歌声が 違う大きなプレッシャーの中 ２３日（火）祝日：天皇誕生日
市民ホール一杯に響き渡りました。各中 で、落ち着いて堂々と最後まで ２４日（水）全校集会
学校の生徒や保護者が見つめる中、緊張 曲を弾いてくれました。本当に ２５日（木）冬季休業開始
もしたでしょうが、大きな財産になると お疲れ様でした。 ２６日（金）仕事納め
思います。 ３１日（水）大晦日
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今年の文化祭のテ
ーマは「一致団結」

でした。壁画は、去年よりも完
成度が高く、サッカーで日本代
表が円陣をつくっている場面で
とても感動しました。
２年生は「わたしたちのシン

サイミライ」という東日本大震
災に係わる劇をしました。 今年の文化祭は「一致団結」、まさしく大和中生徒が一丸となって
自分は第１幕で、ナレーター 創りあげたものでした。生徒会・実行委員会を中心に夏休み前にはそ

の役をしました。台詞が多かっ の計画がスタートしていました。体育祭は５月に、文化祭は６月には
たので、練習の時に何度も台本 もうその計画が出来上がり、着々と進めてきた集大成なのです。先を

を見てしまいました。台本を見ずに読んで覚えるのは大変で、友だちにも協力 見通し、余裕をもって物事を進めることはとても大事なことです。そ
をしてもらいました。本番では、大勢の人の前で劇をするのはとても緊張した して、その中心にいるのは大和中生徒！今年の大きな学校行事は、こ
けれど、大きな声でゆっくりと分かりやすく落ち着いて話すことができました。 れで完了ですが、生徒一人一役どころか何役もかかえて・・・きっと

大きな財産になることと思います。成功あり、失敗あり、だからやり
文化祭を振り返っ 甲斐があるというものです。来年の文化祭も、きっと・・・。

てみて、とても楽しい
文化祭になったなと思いました。 今年の文化祭は、文化祭実行委 中学校生活最後の
オープニングは、撮影した写真を 員長をさせてもらいました。最初 文化祭で一
コマ送りにして、企画書をみんな はちゃんと文化祭ができるか心配 番頑張ったのは合唱と劇
で体育館に届けるというストーリ でした。最初の頃は、あたふたしていて、きちんと指示ができませんで です。合唱は、最初、各
ーで、とてもおもしろかったです。 した。しかし、日を重ねていくうちに、きちんと指示が出せるようにな パートがごちゃごちゃ
学年発表の劇では、ナレーター ったし、実行委員のみんなもきびきびと行 で、全然合唱になってい
の台詞を言ったときはとても緊張 動してくれたので助かりました。リハーサ ませんでした。でも、指
しました。練習では何度もかんで ルと準備まではなんとかやりきれました。 揮者が決まってからは、
しまっていたので、本番でうまく言えてよかったです。合唱では、うまく歌え 文化祭当日は、ステージ準備がきちんとで 少しずつまとまっていき
るか心配でした。他のクラスはとても歌がうまくてすごかったです。特に３ きませんでした。これは、僕のミスだと思 ました。私たちの前に３

年生はリズムがうまくと いました。本部で周りを見ていながら、そう Ａが歌ったときは、上手
れていてとてもすごかっ いうことに気付かなかったことの一つにオー すぎてびっくりしまし
たです。ＰＴＡ合唱は、 プニングがあります。昨年のオープニングが た。でも、３Ｂも今まで
皆が全員揃っていて、さ よかっただけに、今年のオープニングが盛り の中では一番よい合唱だ
すがは大人だと思いまし 上がるか、とても心配でした。でも、いざオ ったと思います。特賞はとれなかったけど、とても楽しかったです。
た。３年生の劇は、話が ープニングを始めてみたら意外と盛り上がっ 劇は、３年生になって初めてやりました。気持ちの入れ方がよく
難しく分かりにくかった たのでよかったです。特に、コマ撮りがよかったと思います。ほうきのコマ撮りは、い 分からなくで、何回もやり直しになったけど、本番では、みんなそ
けれど、演技力がすごい ちいち跳ばないといけなかったので、とても大変でした。オープニングも成功したし、 の役になりきっていたのですごくよかったです。見ている人にはよ
と思いました。吹奏楽部 一致団結した、とてもよい文化祭だったと思います。 く分からなかったのが少し残念で、終わった後、みんなきょとんと
は、ダンスを交えた演 していました。
奏など、とてもすごかったです。来
年は３年生になるので、今年みたい 一番の
な楽しい文化祭にしていきたいです。 思い出は、

合唱です。合唱練習で
文化祭で心に残ったことは、実 は、パートリーダーと

行委員の活動です。舞台の裏でス してみんなをまとめて
テージの照明を操作したり、道具を移動させた きました。とても大変
りするという活動をするにあたって、責任感の だったけど、みんなが
大切さなどを感じました。ステージ発表では、 少しずつ上手になって
１年生はパワーポイントを使って分かりやすく くれたので嬉しかったです。最初は大丈夫かなと
説明することができたし、２年生では、劇を通 不安だったけど、練習していくうちに自信がつい
して被災地の現状が分かり、中学生にもできる てきました。本番の日がやってきました。朝練が
ことがあるということを知りました。 終わって、休憩時の練習も終わり、ついに歌うと
青い鯉のぼりの話などでは、亡くなった子ど きが来ました。みんな一生懸命に練習してきまし

もたちのために日本の中の多くの人が団結して たが結果は銅賞でした。実力
いたということに感心しました。 がまだ足りなかったのだと思
３年生の学年発表ではとても楽しみにしてい いました。先輩方の歌う様子

たので感動しました。スポットも音響もすべて を見ていても、すごく上手に歌ってい
３年生がやっていたのでさすがに３年生だなと るなと思いました。これから２年あり
思いました。 ます。来年しっかりと力を付けて、２
合唱では、練習の時間をたくさんとって歌っ 年連続金賞・特賞をとれ

てきたのでとても達成感がありました。 るようにしたいです。来
この文化祭を通してみんなと協力すること、 年、再来年とどこまで上

みんなをまとめることの大切さを知りました。 手に歌えるようになるの
かとても楽しみです。


