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慌ただしい４月を終え、そして GW（ゴールデンウィーク）、ひととき
の休息を経た後の５月、学校から観る山々は新緑の鮮やかさがひときわ
映え、生命の躍動感がそこかしこから手に取るように伝わってきます。
さて、表題にもありますように、慌ただしい４月末、今年度の最初の

参観日が４月２６日（土）に行われました。
当日は、平常日程の中で、参観授業やＰＴＡ総会、学年懇談会、部活

懇談会と盛りだくさんの内容でした。保護者の方々もたくさん来校され、
先日、全国学力学習 授業の様子を参観していただきました。また、各学年及び部活懇談会で

状況調査が終わりました。この調査は、次のような目的をも は、今年の計画等の説明や日頃の様子などについて保護者の方々と意見
って行われています。（文科省 HPより） の交換も行いました。

当日は、今年度の大和中学校を支えていただくためのＰＴＡ総会も実
施されました。総会の中では、最初に校長先生から挨拶と学校経営方針
に係わるプレゼンテーションが行われました。学校と地域、家庭が一体
となって子どもたちを育んでいくための手立ての一つとして、情報の共
有がありますが、今年度の学校のホームページについても校長先生自ら
が一新されており、リアルタ
イムでの情報アップに努めて
いきたいと考えています。

この取組は、国、県、市、そして学校のこれからの教育活動の見直しと改善策を具体的に実 そして、２５年度に本校を
行させていく上で大変意義のある取組です。 支えていただいた役員方と２
従って、この調査を行ったからすぐに学力が上がるわけではありません。各学校は、それ ６年度にお世話になる新役員

ぞれの生徒の状況をしっかり把握し、その課題を解決していくために職員の全体や個人の研 の方々の挨拶が行われまし
修を通して日々努力を行っています。 た。ＰＴＡ役員として昼夜を
さらに、授業以外にも個人が家庭で是非行ってほしいことが３つあります。 問わず学校の運営に尽力を頂き、本当にありがとうございました。また、今

年度お世話になる役員の方々につきましてはどうぞよろしくお願いいたしま
す。

３日（火）２年生社会見学（広島） １日（火）生徒集会 ALT
４日（水）研修職員会 ALT ２日（水）研修職員会
５日（木）交通安全教室・よい歯のコンクール（市） ４日（金）体育祭隊別集会
７日（土）～８日（日）選手権予選 ７日（月）ALT
９日（月）～１２日（木）教育相談週間 ９日（水）職員会議

苦手サイクルは、－（マイナス）のエネルギーを生みます。しかし、得意サイクルは、自分をどん １３日（金）参観日・講演会（午後日程） １５日（火）保護者個人懇談会①
どん上の方へ持ち上げていく＋（プラス）のエネルギーを生み出します。これは学習以外において １４日（土）県中学校陸上競技選手権大会 １６日（水）保護者個人懇談会②

もいえることです。 １７日（火）市教研一斉研修会 １７日（木）保護者個人懇談会③
○早寝、早起き、朝ごはん→基本的生活習慣の確立→家庭学習時間の確 １８日（水）テスト週間・部活動中止 １８日（金）全校集会
保。 １９日（木）ALT １９日（土）～夏季休業開始

○学習時間延長と３０分間以上集中した学習（ながら学習をしない）を続けよう。 のバッターボックスで同様 ２０日（金）生徒総会 各種選手権大会及び通
○ノーメディア（インターネット、メール、テレビ、ラジオ）の日をできるだけ多く設定しよう。 のしぐさを一度も欠かさず ２４日（火）３年生第１回進路説明会 信陸上大会

○生活習慣と学習習慣、そして、＋ 行っていることにも気付い ２５日（水）ALT ２１日（月）祝日：海の日
（プラス）のエネルギーを生み出す ているはずです。さらに、 ２６日（木）第２回定期テスト① 職員会議 ２６日（土）秋季大会① 大和人権学習講座①

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。 猛烈なイチローファンの方 ２７日（金）第２回定期テスト② 避難訓練 ２７日（日）秋季大会② 大和人権学習講座②
であれば、イチロー選手は ３０日（月）委員会

あなたはイチロー選手がバッターボックスに入った際に、袖を引っ バッターボックスに入る前
張りながら、バットの先端を投手側バックスクリーン方向へ向けるし のネクストバッターズサークルの中から、十数個の一定の規定動作を行っていることにも気付いているかもしれません。このように同

ぐさを行っているシーンを見たことがあると思います。イチロー選手が好きな方であれば、このイチロー 一の決められた動きを行うことをルーティン、もしくはルーティーンと呼びます。スポーツアスリートの中には、イチロー選手の他に
選手のしぐさは何度も目にしていることでしょう。そして、イチロー選手のファンであれば、毎回、 も多くの選手がこのルーティンを行っており、自分のパフォーマンスの向上に役立てています。

○苦手サイクル 得意サイクルへ移行
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僕がこ 私は、野
の宿泊学 外炊事でカ

習で一番心に残っ レーを作り、とても楽
たことはカッター しかったです。日頃は、
研修です。船酔い みんなで同じ物を作っ
しないか心配でし て一緒に食べるという
たが、指導員の温 ことはあまりないので、カレーがとても美味しく感じま
かい指導の下、一 した。私は野菜を切る担当でした。残飯がなるべく残ら
生懸命にこいでい ないように工夫して切ることができました。野菜を切っ
ると船酔いしませ たりするのが好きなのでとても楽しかった

んでした。強風により、こいでいても、ほとんど進まないという場 です。でも、一つ失敗したことがあります。
面が何度もありましたが、皆で力を合わせて全力でこぎました。少 それは、具の肉を地面に落としてしまった
しずつだけれども前に進んでとても嬉しかったです。折り返し地点 ことです。友達に渡すときに手がすべって
で船が止まった時、まわりの景色がきれいで、来てよかったなと心 落としてしまい、その後、肉を洗いました。
から思いました。今までよく知らなかった友達とも話すことができ 私は、その時に初めて肉を洗いました。だ
てよかったです。今回の宿泊学習では、知らなかった人と親しくな から、このことは一生忘れないと
ったり、普段できないカッターなどの経験ができて本当に楽しかっ 思います。その後、みんなで美味
たと思います。 しくカレーをいただきました。家

で作るのに比べて、だいぶ時間が
私は手旗信号の練習が一番 私はカッタ かかりました。改めて、ご飯が食

心に残りました。大きな声を ー訓練では、 べられるありがたさが分かりまし
出して動きを合わせたり、旗を棒から落 みんなで息を合わせて協 た。
とさないようにすることを頑張りまし 力することの大切さ、あ
た。「原姿！」の合図がかかったら動い きらめず一生懸命取り組むことの大切さを知りました。私は

今年度の大和地域小・中学校連携教育連絡会議が４月初旬に行われ、上記のような全体構想の下、 てはいけないので、足が痛かったです。 カッター内の位置は内側だったので、力をすごく使い、腕が
児童・生徒のよりよい成長を目指して取り組むことになりました。また、４／３０（水）には、大和 さらに「○○原画！！」とかかったら、 疲れたけれど、みんな頑張っているので、私も頑張ることが
地域の小・中学校の教職員が大和中に集い、市教委の井原指導主事様を迎えての全体会を行いました。連帯責任として注意される人がいなくな できました。また、みんなで声を出すことにより、一体感が
当日は、他にも領域部会（授業づくり・交流づくり）・教科部会（各教科）についても、今年度の取組 るまで動いてはいけませんでした。この 出たり、みんなで息を合わせられたりすることができたので、
についての計画がなされました。 訓練は、腕も足も痛くなるし、最悪だな 協力することは大切だということを改めて実感しました。カ

ぁ～と思いました。でも、一人一人が声 ッター訓練では、つらくても手を抜くことができないので、
光市と大和町の合併１０周年記 を出して動きもきちんとすれば、早く次 最後まで一生懸命に取り組むことの大切さが本当によく分か

念事業として行われる、「伊藤公に の「原画」に移 りました。
続け！！ひかり”夢大使”」プロジ ることができま 私は、この宿泊学習を通して、一生懸命に最
ェクトの任命式と第１回研修会が した。最初、事 後までやり抜くことの大切さ、みんなで息を合
５月２日（金）に光市教育委員会 務所まで声が届 わせて協力することの大切さを知りました。だ

１階ホールで行われました。光市内の各中学校から選ばれ かなかったのが、 から、このことを忘れずに、今後の学校生活を
た６名の生徒が初めて一堂に会し、市川市長さんから激励 後半では、声を 送りたいです。
の言葉を贈られ、任命書が授与れました。 届けることがで
本校からは、２年生の山口侑華さんが代表として選出さ きました。

れ、出席しました。当日は、一人ひとりの生徒が、このプ １年生
ロジェクトに寄せる思いを発表した後に、市川市長さんと は、５月
の記念撮影に臨みました。これから８月４日に、目的地の １０日（土）～１２日（月）までの３日間、油谷青年の家で宿
ロンドンへ出発するまでには、多くの研修会（語学研修や 泊学習活動を行いました。当初、天気が怪しく大丈夫だろうか？
マナー研修も含む）をこなしていかなければなりません。 という心配をよそに、１年生は元気よく初日の朝、学校に集合

また、研修終了後には報告会も開かれます。本当に大切な役割をもった今回のプロジェクトへの参加 し、結団式を行った後に油谷を目指して出発しました。天気は
ですが、苦労も多々あるでしょうが、必ず大きな成長も共にあると思います。本校の代表として、光 ２日目のカッター研修までは風は強かったものの、何とか計画
市の中学生の代表の一人として頑張ってください。応援しています。 通りに進め、夜のキャンドルサービスもしっかりと終えること

ができました。この研修では、野外炊事や手旗信号、カッター研修など、盛りだくさんの内容でした
春季県大会が５／１７（土）・ が、１年生は一回り成長できたのではないかと思います。ただ、この研修の成果を今後の学校生活に

１８（日）に周南市を中心に行わ どのように生かすかは自分次第です。
れました。本校からは野球部・バ

レーボール部・男子卓球部・女子バスケットボール ◆研修の様
部・陸上部、個人の部では、女子卓球の池田さん、 子はＨＰに
柔道の安野哲平くん、安野恍平くん、田中亨佳さん もアップさ
が出場しました。 れています
中でも、女子バスケットボール部は、１・２回戦 のでご覧く

では苦戦しながらも、決勝戦まで勝ち上がりました。 ださい。
柔道では安野恍平くんが１年生ながら２位、田中亨

佳さんが３位、陸上では女子１５００ｍで木村さんが５位に入賞しました。

塩田小学校 束荷小学校

大和地域各小・中学校
　　　　　教育目標

岩田小学校

大和中学校

三輪小学校

【教科連携】小中の各教科の指導内容の関連をおさえると共に、指導方法や教材研

究、授業参観、相互出前授業などをすることにより、教員の授業力を育成する。

・指導内容の関連 ・指導方法や教材研究 ・授業参観、相互で前授業

研究主題
　　　　　　　　　　コミュニケーション能力を育む
～確かな学びと豊かな人間関係の確立を目指した小・中連携教育～

国の施策

学習指導要領

山口県の施策

夢と知恵を育む教育の推進

・キャリア教育

・地域や伝統・文化を踏ま

えた教育

・コミュニケーション能力を

育む教育

光市の施策
生きる力を育む学校教育

・社会の背景

・地域の願い

・保護者の願い

・教員の願い

児童生徒の実態

・コミュニケーション能力の不

足

・固定化された人間関係

・学習規律、生活習慣

・中学校生活への不適応感

【授業づくり】

「主体的に学習に取り組む姿勢や態度の

育成」「言語活動の充実やコミュニケーショ

ン能力の育成」を視点に研究を進める

・公開授業の実施 ・授業評価

【交流づくり】

交流学習を効果的に実施することにより、

小・中の滑らかな接続を図るとともに、豊

かな人間関係を構築する

・中から小、小と小、小から中

など多様な交流

【心と体の健康づくり】
小・中の心と体に関する課題を
共有し、児童生徒の心と体の健
康を高める
・課題の共有 ・健康づくりの研

究

【特別支援教育】

小・中の特別支援教育に関する

課題を共有し、特別に支援を必

要とする児童生徒に必要なスキ

ルを高める

・課題の共有 ・指導内容、方法

の研究

【特別支援教育】

小・中の特別支援教育に関する課題を共

有し、特別に支援を必要とする児童生徒

に必要なスキルを高める

・課題の共有 ・指導内容、方法の研究


