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第 25 回 文化祭を通して
教頭

10 月 1 日(金)、2日(土)の二

日間にわたって開催された文

化祭は、保護者、地域の方々の

ご協力のおかげで、600 名以上

の参加者を得て盛会裡に終了

いたしました。

前号でも述べましたが今年

度の文化祭の目標は以下のよ

うなものでした。

文化祭は個と集団が織りなす行事であり

求める「自律(自立)と共生」に迫るために

目標でした。この目標を受けて生徒たちが

テーマは「瑠璃」これに下のようなテーマ

を付けてくれました。

シンボルマーク

この目標、テーマを受けて活動が進

けですが、どの学年を見てもこの目標

に描いた餅）」にするのではなく、しっかりとねら

いとして生かしながら活動を展開してい

思います。この目的を活動に生かせる

宮の森中学校の生徒たちの素晴らしい

識しています。本校の文化祭は一般の

校祭と合唱コンクールが合わさった行事

の活動を短期間に準備していくことはなかなか

変なもので、生徒たちにとっては計画性

そして一人一人の主体性がより強く

ます。夏休みが明けてから正味一カ月

番に至るまで、子どもたち一人一人の

間との協同性が見事に調和した素晴

を創造してくれたと感じています。本当

が「瑠璃」の輝きを放っていた準備活動

の輝きが凝縮された二日間だったと

とができました。

子どもの豊かな成長への

『瑠璃』（テーマ詩）
輝きに満ちた宝石

そして青く澄みわたる海のように

美しい瑠璃

一人一人の思いが輝き

一つになったその時

希望あふれる世界が広がる

永遠に続く栄光のかけ橋となって

みんなの心に光を照らす瑠璃のように

一人一人がそれぞれの個性を発揮し

のを創り出すとともに、その喜びを

共有する。

して
教頭 小路 徹

であり、本校が

るために設定した

たちが設定した

のようなテーマ詩で解釈

シンボルマーク

進んでいったわ

目標を「画餅（絵

しっかりとねら

していたように

かせる姿勢、意識が

らしい点だと再認

の学校でいう学

行事です。二つ

していくことはなかなか大

計画性や協同性、

く求められてき

月、準備から本

の主体性と、仲

素晴らしい文化祭

本当に一人一人

準備活動であり、そ

だったと強く感じるこ

さて、この「瑠璃」の

テーマから、目標達成に

必要なことは自らが「想

いを輝かせるため」に「自

ら光り輝く」ことだった

と感じています。つまり、

自分たちを主体的に表現

していく活動なしにこの目標

ということなのでしょう。

からあふれ出ていました。

合唱発表会に向けての取

度の高い曲に指揮者、伴奏

心に協力して全員が取り組

りから曲想付けまで限られた

努力を行っていました。朝練習等

一人一人の力を磨き、それを

表現する素晴らしさを実感

す。その過程では多くの葛藤

すが、その葛藤を乗り越えて

を生み出していました。また

らしさも出ており、1 年生

落ち着いて、3 年生は表現力豊

こめ全力で表現していたように

結果は以下のように審査されま

受賞してもおかしくない、

※特別賞 5 組「

※1 年優秀賞 3 組「My Own Road

※2 年優秀賞 3 組「虹

※3 年優秀賞 1 組「ＨＡＮＡＭＵＫＥ

2 日目の展示や装飾、ステージ

ステージ発表では舞台に出

や音響、大道具、小道具制作

れぞれが相まって感動を与

な表現活動が展開されていました

一人一人が想いをこめて創造

一つのテーマを具現化していました

のかが明確で、想いが伝わってくる

ていたと感じます。具体的

等で紹介されていると思いますので

どれも「自律と共生」が込められ

のような発表であったと思

また、その取り組みに彩

を深めてくださったのが、ＰＴＡ

取り組んでいただいたバザーであり

見事に演出してくださった

ったと思います。それぞれが

を後押ししてくださったと

て、心から感謝の気持ちを

も本校の教育へのご理解、

する次第です。

への願い２

し、新しいも

びを全校生徒で

目標、テーマの達成はない

。その想いは準備活動の中

。

取組では、各学年とも難易

伴奏者、パートリーダーを中

組みました。基本的な音と

られた時間の中で最大限の

朝練習等を主体的に行い、

それを集団のまとまりとして

実感していたように思えま

葛藤が生じていたと思いま

えて素晴らしいハーモニー

また、当日の発表では学年

年生ははつらつと、2 年生は

表現力豊かに、5 組は想いを

していたように感じました。発表の

されましたが、どの学級が

、素晴らしい発表会でした。

「この星に生まれて」

My Own Road」

虹」

ＨＡＮＡＭＵＫＥ」

ステージ発表も同様でした。

出て役を演じる生徒、照明

制作などで支える生徒、そ

与える、ストーリー性豊か

されていました。展示や装飾では

創造した作品が集まって、

していました。何を主張する

わってくる展示が表現され

具体的なものは各学年のたより

いますので割愛しますが、

められ、光り輝く「瑠璃」

思います。

彩を添え、「瑠璃」の意義

、ＰＴＡの皆様が献身的に

んでいただいたバザーであり、地域の方々が

してくださった「地域文化作品展」であ

それぞれが支え合って生徒の活動

ししてくださったと強く感じます。改めまし

ちを伝えると同時に、今後と

、ご協力をよろしくお願い



◆11月 1 日(月)開校記念日
来週から 11 月が始まりますが、1 日

開校記念日にあたります。本校は昭和

を行い、今年で創立 25周年を迎えています

に地域の人々の様々な想いが一つになって

な温泉旅館の跡地に本校が建てられた

ます。1 日(月)は単

なる休みの一日とす

るのではなく、この

ような歴史に想いを

馳せ、普段なかなか

できない本校や地域

の歴史などを紐解い

てみていただきたい

と思います。

◆新生徒会役員誕生
11 月からは次第に３年生から 1，2年生

トンタッチされる時期でもあります。

学校生活を牽引してくれた 3 年生は受験

自身との闘いに臨みます。1，2 年生は

上げた伝統を継承し、自立の道に向かうことになる

のです。その一つとして生徒会役員の

す。生徒会役員選挙の結果以下のような

しました。これから生徒会活動を通して

上げていく大変な役割を担うわけですが

と創造的に、思い切り活動してほしいと

す。

生徒会長：鈴木かなん さん

副会長 ：瀧上 耀 君 石井亮太郎

書 記 ：本木野乃花 さん 鈴木

会 計 ：石谷 沙彩 さん 馬場

また、各学級の後期委員も選出されました

からは、今までの図書委員会と学芸委員会

れ新たに文化委員会が発足します。選出

員のみなさんもきっと生徒会役員を盛

に素晴らしい学校を作ってくれることを

ます。

◆危機管理について
学校は、安全・安心に生徒が学びを

でなくてはならないと教職員一同願って

確保を心がけています。しかし、昨今

ら様々な危機が生じてくることも確かで

けでなく、生徒、保護者、地域の方々

管理が必要なことも多々生じています

全管理に関しまして、種々の取組を実施

ますが、先日は初めての防犯避難訓練

た。不審者の侵入を想定し、各教室での

その後の連絡誘導方法を教員、生徒共

ます。それに合わせて玄関に防犯対策

を設置し、防犯の意識化を高めようとしています

併せまして防犯教室や様々な機会を利用

どを適宜行っていきたいと考えています

道の通学指導に関しましても地域と協力

確保に臨もうとしています。本校は通学路

狭く交通事故の危険性を常にはらんでいます

の協力を得て歩車分離のポールの設置

Information

日(月)は本校の

昭和 61 年に開校式

えています。25 年前

つになって右のよう

てられたと聞いており

年生に役割がバ

。様々な活動で

受験という自分

は 3 年生の創り

かうことになる

の改選がありま

のような役員が決定

して学校を創り

うわけですが、はつらつ

してほしいと願っていま

石井亮太郎 君

鈴木せらふ さん

馬場 悠衣 さん

されました。後期

学芸委員会が統合さ

選出された各委

盛り上げ、さら

ってくれることを期待してい

びを進めていく場

って、常に安全

昨今の社会事情か

かで、教職員だ

々も交えた危機

います。今後とも安

実施してまいり

防犯避難訓練を実施しまし

での対処方法、

生徒共に実践してい

防犯対策の「さすまた」

めようとしています。

利用した指導な

えています。また、冬

協力して、安全

通学路の歩道が

にはらんでいます。地域

設置や歩道除雪強

化などの要望を出していますが

議しながら登下校の安全を

ています。しかし、その中

自身の危機意識です。特に

が十分気を付けることが肝要

導はしていきますが、ご家庭

お願い致します。

◆「5 組宿泊学習」無事終了
5組の宿泊学習が10月20

日、21日にわたって「つき

さむｾﾐﾅｰﾊｳｽ」で実施され

ました。各施設見学や体験

も含めて一人一人が自分

の役割を自覚して頑張っ

て取り組んでいました。

『1１月の行事予定

以下に 11 月の行事予定

化祭で行事も一区切りがついた

は落ち着いた雰囲気の中で

に集中できる時期かと思います

相談もありますので、自分自身

にはよい機会だと考えています

日
曜
日

給食

１日 月 × 【開校記念日

２日 火 給食
≪安全衛生
・6時間授業

３日 水 × 【文化

４日 木 給食
・2学期
・給食早出

５日 金 給食
・2学期
・給食早出

６日 土 ×

７日 日 ×

８日 月 給食

９日 火 給食
・後期教育相談
・外清掃

10 日 水 給食
・3年学力
・後期教育相談

11 日 木 給食
・全校協議会
・5時間授業

12 日 金 給食

13 日 土 ×

14 日 日 ×

15 日 月 給食
・生徒会議案書審議
・後期教育相談

16 日 火 給食
・後期教育相談
・得点通知表配布

17 日 水 給食

18 日 木 給食 ・局、

19 日 金 給食
・非行防止教室
・特別支援学級

20 日 土 ×

21 日 日 ×

22 日 月 給食

23 日 火 × 【勤労感謝

24 日 水 給食
・後期教育相談
・3年

25 日 木 給食 ・1年

26 日 金 給食
・卒業生
・全校協議会

27 日 土 ×

28 日 日 ×

29 日 月 給食 ・学校徴収金振替日

30 日 火 給食

していますが、今後とも地域と協

を確保していきたいと考え

中で最も重要なことは生徒

に登下校の際には自分自身

肝要です。学校でも十分指

家庭でのご指導もよろしく

無事終了
20

つき

され

体験

自分

っ

。

行事予定』

行事予定を掲載します。10 月の文

りがついた感があります。11 月

で、学業や生活習慣の確立

います。期末テストや教育

自分自身を客観的にとらえる

えています。

主な行事

開校記念日】
安全衛生の日≫
時間授業 ・諸活動中止

文化の日】
学期テスト①

給食早出し ・諸活動中止
学期テスト②

給食早出し ・学活(5 校時)

後期教育相談①
外清掃
年学力テストＣ

後期教育相談②
全校協議会 ・後期教育相談③
時間授業

生徒会議案書審議(5 校時)
後期教育相談④
後期教育相談⑤
得点通知表配布

、専、年協

非行防止教室（5，6校時）
特別支援学級：総合校外学習

勤労感謝の日】

後期教育相談⑥ ・健全育成講演会
年 2組公開授業(5 校時)

年 3組公開授業(5 校時)

卒業生を送る会審議(6 校時)
全校協議会 ・総合発表会(5 校時)

学校徴収金振替日




