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８月９日（木）に防府市公会堂で行われた、
全国吹奏楽コンクール山口県大会に、吹奏楽部
が中学校Ｂ部門に出場しました。総勢で１２名
という少人数ながら、練習の成果を遺憾なく発
揮し、みごとに「金賞」を受賞しました。
この日をめざした吹奏楽部の練習は、夏休み
に入ってからは、毎日のように午前、午後と２
回に分けての猛練習となりました。子どもたち
自らの努力を重ねて得たこの成果は、大きな自
信につながったと思います。
♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩♩♫♬♩

３年生にとって締めくくりの大会となる、光市中学校秋季体育大会が７月末に行われま
した。台風の接近により、開催日が延期となった競技もありましたが、持てる力を振り絞
って戦い抜きました。
中でも、
女子卓球部が昨年度の新人戦から市内の４大会全てを制覇、
また男子卓球部・女子バレー部が２位に食い込む大活躍でした。
これより先に行われた選手権大会では、女子バスケット、軟式野球が１回戦を突破し、
２回戦に進出と健闘しました。また、７月２５日（水）に聖光高校行われた近郊中学校球
技大会では、女子バレーボール部が３位入賞と大健闘の成果をあげています。
なお、女子卓球部は９月２９日（土）から行われる県体育大会へ出場いたします。
秋季大会２位の女子バレー

県選手権大会

県選手権大会(女子バレー)

秋季大会(軟式野球)

秋季大会(卓球男・女)

県選手権大会

県通信陸上競技大会
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８月１９日（日）に、恒例のＰＴＡ除草作業が行われました。早朝から、大勢の保護者、
地域の皆様の御協力でグラウンドと校舎周辺の庭が大変きれいになりました。ご参加いた
だいた皆さんから「今年は参加者が多いね。
」というお声をいただき、嬉しい限りです。ご
参加いただいた方の数は、保護者の方が６８名と家庭数の約半分、学校運営協議会委員さ
んを始めとする地域の方々及び教職員が２０名と８０名を超える参加となりました。
おかげさまで、９月９日（日）の体育祭を整った環境で迎えられそうです。猛暑の中を、
本当にありがとうございました。

中庭での除草作業

グラウンド東側の草刈り

８月１日（水）の登校日に、体育祭で演じる大和音頭
の振り付け講習会が行われました。花柳流の花柳美音若
師匠のご指導で、体育祭実行委員や応援リーダーが参加
し、約１時間でしたが、みっちりと仕込んでいただきま
した。
気温３０度を超える大変な蒸し暑さを跳ね返す、いつ
ものようにエネルギッシュなご指導で、子どもたちもた
美音若師匠による熱いご指導
ちまち上達したようです。
この日の指導が、８／１９（日）登校日の全校で
の練習で発揮されました。体育祭当日は、更にレベ
ルアップをした演技を披露できるように、気合いを
入れて練習に取り組みたいと思います。
♪大和音頭の歴史♪
4 村が合併し大和村となったのは、1943 年(Ｓ18 年)。そ
の後 1971 年(S46 年)に町制施行。1978 年(S53 年)に大
和音頭と踊りも発表され、この振り付けは美音若師匠が尽力な
さったとのことです。40 年の伝統がある大和音頭です。
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酷暑の夏休みでしたが、３年生が育てている菊が何と
かこの夏を乗り切りました。水やりの当番も、毎日誰か
が必ず行ってくれたおかげで、今のところ順調に育って
います。講師の河村さんは、何度もご来校いただき、防
虫のための消毒や、大きく育てるための“増し土”と余
分な枝の剪定など、手をかけてくださっています。
９月１２日（水）は、午前中に３年生全体での作業を予定しています。この作業は、大
きな花を咲かせるための大切な作業聞いています。興味のある方は、遠慮なくご参加いた
だけるとありがたいです。また、１１月に行われるふるさと祭りで、大和中学校の菊を是
非とも展示してほしいとの要請がありました。昨年までの成果が、より大きな舞台での発
表につながろうとしています。これもひとえに、保護者や地域の皆様方による学校支援の
取組が実を結びつつあると感じています。
夏休み前に、本年度第一回目の学校
評価のアンケートを実施しました。保
護者の皆様には、１１６の御家庭から
そう思う
やや思う
あまり思わない
全く思わない
回答を寄せていただき（回収率 85%）
、
御協力に感謝申し上げます。
(25) コミスクの活動に積極的に取り組む
37.0
48.6
11.03.4
(24) 伝統的な活動に熱心に取り組む
66.7
27.9
4.8
0.7
右の表は、生徒用のアンケートを取
(23) 施設設備は整っている
29.5
42.5
19.9 8.2
り急ぎ集計したものです。全体的な傾
(22) 安全に生活する
77.6
21.1 1.4
0.0
向としては、ほとんど全ての質問項目
(21) 交通ルールを守る
74.8
23.1 2.0
0.0
で肯定的な回答が 80％以上となりま
(20) 進路について進んで学習する
49.0
37.4
12.90.7
した。
(19) 行事、部活動等に楽しく取り組む
76.9
19.0 2.7
1.4
(18) 道徳の授業が、心の成長に役立つ
57.1
35.4
6.11.4
生徒の回答から特に課題として考え
(17) 部活動に熱心に取り組む
75.5
19.7 3.4
1.4
ているのは、(6)の「悩み事を気軽に相
(16) バランスのよい食生活を心がける
56.8
32.9
9.60.7
談できるか」という問いに対して、不
(15) ボランティア活動に進んで取り組む
44.5
39.7
12.3 3.4
安を抱いている生徒が約４割になって
(14) 大和中は過ごしやすい学校
37.4
45.6
12.2 4.8
いるところです。定期的な教育相談に
(13) 相手の立場に立った言動
40.8
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8.2
(12) 社会や学校のルールを守る
76.7
20.5 2.7
0.0
加えて、スクールカウンセラーによる
(11) 学習内容の定着に努める
34.2
50.0
15.8 0.0
面談などを行っているところですが、
(10) 基礎ドリル学習をきちんと行う
61.2
31.3
6.80.7
不十分であると感じています。また、
(9) 学習活動のきまりを守る
61.6
34.9
3.4
施設・設備面では特に今年の暑さに対
(8) 健康に気をつけて生活する
65.3
32.0
2.7
0.0
する扇風機の設置などについて要望が
(7) 学校便りなどを家の人に渡す
70.1
21.1
8.80.0
多く上がっていますが、来年度の予算
(6) 悩み事を気軽に相談できる
26.5
35.4
27.9
10.2
(5) 清掃を黙って一生懸命に
58.6
35.2
5.5
0.7
要求に入れるなど検討中です。
(4) 時間を守り、時間に遅れない
46.9
46.9
6.1
0.0
保護者の皆様の結果は、教職員のも
(3) 元気よくさわやかなあいさつ
50.0
39.7
10.3
のと比較して詳しくお示しする予定と
(2) 家庭学習に毎日取り組む
42.9
39.5
12.9 4.8
しております。またこの結果は学校運
(1) 学校に行くことが楽しい
65.3
28.6
4.8
1.4
営協議会でも精査して参ります。
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９月９日(日)は、体育祭が行われます。実
行委員や応援リーダーを中心に、夏休みを返
上して準備を進めています。
当日は、午前９時から開会式、２１の競技や演技を行い午後３時に閉会式で終了する１日
となります。保護者の皆様には、
『大和音頭 総踊り！』と『感謝の言葉 ありがとう！』
にふるってご参加くださるようお願いいたします。
なお、駐車場はグラウンドと末延建設様の駐車場をご利用ください。学校前庭と西側空き
地は、来賓用として使用いたしますので併せて、御理解と御協力をお願いいたします。

３ヶ月間の主な行事です。体育祭に文化祭、ま
た小学校との交流事業など、多くの行事を控えて
います。
8 土 体育祭練習・準備
9 日 体育祭(雨天順延)
9 10 月 振替休日〔～11(火)〕
月 19 水 ２年生職場体験学習〔～20(木)〕
28 金 委員会
29 土 山口県体育大会〔～30(日)〕
5 金 前期終了
6 土 市中学校新人戦〔～7(日)〕
8 月 テスト週間開始
10 水 小中ふれあい交流
11 木 大和ノーメディアデイ
10 13 土 市中学校長距離継走大会
月 15 月 第３回定期テスト
24 水 学力定着状況確認問題(1･2 年)
27 土 文化祭準備
28 日 文化祭
29 月 振替休日〔～30(火)〕
31 火 小中連携秋季研修会

6 火 全学年習熟度テスト
11 日 県中学校総合文化祭 登校日
12 月 振替休日
15 木 テスト週間開始
11 16 金 青少年健全育成大会
月 20 火 ３年生進路説明会
21 水 第４回定期テスト〔～22(木)〕
24 土 参観日･人権講演会(ハートフルデー)
26 月 振替休日
30 金 大和小中ロードレース大会
5 水 ３年進路相談会〔～7(金)〕
10 月 生徒会役員選挙
12
18 火 １・２年保護者懇談会〔～20(木)〕
月
21 金 全校集会
22 土 冬休み〔～1/7(月)〕
山口県中学校文化連盟 総合文化祭 今年で
第 14 回目となるもので、大和中学校は舞台
で全校合唱を演奏します。展示物も県下各地
の中学校から、絵画や書など優秀な作品が集
まります。是非ご覧ください。

８月５日(日)に、大和地域ＰＴＡ親睦球技大会が行
われ、２チームが参加し熱戦が繰り広げられました。
あと１点が届かず連覇は達成できませんでしたが、怪我もなく楽しいひとときとなりまし
た。７月の練習からご参加いただいた保護者の皆さん、御協力ありがとうございました。
編集後記 猛暑のおかげ…らしいのですが、今年の夏は蚊に刺されない夏でした。他聞に漏れず蚊
取り線香が絶やせないわが家だったのですが、今年はなんと、蚊取り線香に火をつけた日が８月は
たったの２日でした。エアコン作動で窓を閉め切っていたのもありますが、
、
、
、
、

