３年生は、いよいよ受験
シーズン。自分の将来を見
据えて、進路決定をする時
期がやってきました。これ
からの約３ヶ月は自分の進路に向かって
全力で取組む時です。そのためにも、今
後の進路相談会や推薦入試に係わる取組
み、各高等学校への出願の手続き等につ
いて細やかな説明がありました。
さあ、自分で自分の進路はつかみとれ！
やるのは・・・今でしょ。

校

長

赤

松

知
来年度、入学予定の児童とその保

１０月１日、横浜市で、自分の危険を顧みず、他人
護者を迎えて入学説明会が行われました。大和地域の４つの各小学校から男
の命を救おうとする勇気ある行動があった。１１時半
子２８名、女子２３名、計５１名が本校の体育館で勢ぞろいしました。
頃、横浜市のＪＲ横浜線・中山駅近くの踏み切りで、線路上に横たわ
校長先生から、中学校では自主・協調・進取の３つの校訓についての話が
っていた男性（７４才）を助けようとした、村田奈津江さん（享年４０）が電車
ありました。来年、３／２４に仮入学式、４／
にはねられ死亡する事故だ。村田さんは、男性を見て｢助けなきゃ｣と言って、父
８には入
親の制止を聞かず、乗っていた車を飛び出したという。人の困っている姿を見て、
学式を迎
｢何とかしなくては｣と思う良心や正義感、｢やってみよう｣とする勇気が大切なの
えます。
だと思う。人には誰にでも良心や正義感、勇気がある。でも、なかなか発揮する
入学を楽
ことができないのも本音だ。
しみにし
１年が終わるこのとき、良心や正義感、勇気をもって日々の生活を送ったかど
て い ま
うか、振り返ってほしいと思う。そして、来年は、良心や正義感、勇気をみんな
す。
がちょっとずつ出して、大和中のすべての子どもたちが健やかに過ごせる１年で
あってほしいと願っている。

やま と NET

ここに示す<進路実現のための７つの
方策>は、校長先生が今までの経験から、
毎年、進路説明会で示しているもので
す。

（１）学習時間を守れ。
自分に負けるな。
（２）１冊攻略でいけ。
最後までやりとおせ。
（３）自ら考えて、学ぶ時間を持て。
教えてもらって分かった気になるな。
（４）一度やった問題は覚えてしまえ。
暗記は今からでも遅くない。
（５）先生を利用せよ。
分かるまで聞け。
（６）好き嫌いをするな。
３食、食べろ。健康第一。
（７）親や先生と会話せよ。
友人と励ましあえ。謙虚な気持ちをもち
続けよ。

（１）衣・食・住を大切にしよう。
（２）遠慮するな、
でも、共感しよう。
（３）子ども任せにするな、
でも信頼し励まそう。
（４）生活のリズムを崩すな、
自信をもって生活を送ろう。
（５）受験はスタート合図、
明るい家庭を保とう。
（６）人と比べるな、
わが子の成長の跡を見よう。
（７）進路先に優劣をつけるな、
進路先の特色を見よう。

本校のプールは昭和４４年に完成
しましたが、約４５年が経過し、か
なり老朽化が進んでいます。現在は
ろ過機も新しくなり、プールの内面
・ サ イ ド の 補 修 工事 に入 って いま
す。工期は１１月下旬～来年２月となっています。来年の
夏､プール開きが楽しみですね。

<子どもからお母さんへの手紙>
母へ
手紙ありがとうございました。い
つも本当にありがとうございます。
本当に感謝しています。産んでくれ
てありがと。母さんだったから私が
産まれたんだと思います。いろいろ
迷惑かけてすみません。テストの点が上がらなくてすみません。これか
らもたくさん心配をかけると思いますが私の母親でいてください。相談
する時や学校での話をうるさいぐらい話すときは、ちゃんと聞いてくれ
たらうれしいです。毎日ご飯を作ってくれたり、みんなの世話をしてく
れてありがとう。将来は、私と母さんが一緒に家族みんなの料理を作れ
たらいいなぁ。その前に、料理の作り方教えてね。将来、母さんみたい
な母親になれたらいいなって思っています。まだまだお子ちゃまな私だ
けど、よろしくね。大好きだよ。
父へ
父さん！いっつもいろいろなことを教えてくれてありがとね！短くてご
めん。これからもよろしくね。大好き？だよ。

３日（月）生徒集会
５日（水）公立高校推薦入試
研修職員会
１０日（月）～１４日（金） 教育相談週間
１１日（火）建国記念日
１４日（金）ＡＬＴ
１７日（月）ＡＬＴ
２０日（木）テスト週間・部活動中止 ＡＬＴ
２４日（月）企画会
２６日（水）職員会議
２７日（木）１・２年学年末テスト①
２８日（金）１・２年学年末テスト② 委員会
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６月から始まった｢未来のパパママ支援事業｣のふり返り
が１２／３（火）に行われました。光市福祉保健部子ども
家庭課の支援をいただき、総合的な学習の中で取組まれた
ものです。
①命の授業
②赤ちゃん講座・新生児訪問
③赤ちゃんふれあい体験
④園児との交流
⑤まとめ～体験をふりかえろう～
以上の活動をスクリーン上でふり返りました。
そして、担任の先生から渡された親からの手紙・・・読
むうちに思わず涙がほほを伝わる人、食い入るようにして
手紙を読む人、目をつぶってじっとしている人、言葉には
言いつくせない思いが胸の中に湧き上がったことでしょう。
そして、親への手紙を綴る様子は、その思いをすべて出
すかのように一生懸命にペンを走らせていました。
｢未来のパパママ｣さん、あなたは一人じゃないよ、あな
たの傍には見守ってくれている人がいるよ、さあ｢未来のパ
パママ｣へ向かって一歩ずつ、一歩ずつ・・・。
以下に、ある親と子の温かい手紙を紹介します。
（手紙の公開の了解を得ています）
<お母さんからの子どもへの手紙>
娘へ
あなたを授かった時、うれしくてうれしくて、早く出会
えることを楽しみに待っていました。出産の時は難産で、
不安だったけれど、元気に産まれてきてくれたときの感動
は今でも忘れられません。あれから１５年、あなたの成長
を見てきました。楽しかったこと、辛かったこと、たくさ
んありましたね。頑張ってきたと思います。あなたの成長
と一緒に親として学んだこともたくさんあります。あなた
がいてくれることに感謝しています。生まれてきてくれて
ありがとうね。親としての楽しみや喜びを与えてくれてあ
りがとうね。これから先は、まだま
だ長い。いろいろなことに出会うで
しょう。何かあった時は、あなたを
大切に思っている人 がいつも傍に
いることを忘れないでね。
母より

５日（日）光市駅伝大会試走
８日（水）全校集会 生徒会任命式 委員会
９日（木）３年生習熟度テスト
１０日（金）生徒集会
１２日（日）光市駅伝大会
１３日（月）祝日：成人の日
１４日（火）ＡＬＴ
１５日（水）研修職員会
１８日（土）参観日・書初め展・ＰＴＡ研修会
２０日（月）振替休日
２１日（火）企画会 ３年生進路相談会
２２日（水）職員会議 ＡＬＴ
２４日（金）３年生学年末テスト
２８日（火）柳井学園高校入試
２９日（水）聖光高校入試 １・２年習熟度テスト
３１日（金）委員会 ＡＬＴ

次年度を担う新生徒会役員選
挙が１２／４に行われました。
１年生３名、２年生６名が立候
補し、大和中学校生徒会にかける願いや自身の想い
を全校生徒を前にして堂々と演説しました。
それぞれの立候補者には応援演説者・責任者がお
り、協力して朝の登校時間や昼休みを利用しての広
報活動をしたりするなどして積極的な選挙活動が繰
り広げられました。

選挙管理委員会
より投票に係わる
諸注意が行われた
後に、各学年ごと
に投票を開始しま
した。
各学年ごとに分かれて投票所を設け、①一人ひ
とりが投票に必要な入場整理券を提示し、選挙管
理委員会から投票用紙受け取ります。②光市選挙
管理委員会からお借りした投票用記名台で、自分

光市ハートフルデーの一環として本校
でも人権教育の参観日を実施しました。当
日は、２コマ続きの参観授業（各教科・人
権）に取組み、各学年で次のようなテーマ
を設定し、各クラスで人権感覚を磨きまし
た。
◆１年生 ｢公正・公平な社会について考
える｣
◆２年生 ｢人権について考える｣
◆３年生 ｢思いやりについて考える｣
午後からは、大和地域人権教育講演会が大和総合スポーツセンター
で開かれるため、そちらの方へ移動し講演会に参加しました。開会行
事では、主な優秀作文の表彰と発表が行われました。
（右表彰関係参照）
講演会では、光紙芝居クラブ代表の末岡美智子先生をお招きし、｢紙
芝居とわたし｣という演台でお話をいただきました。

①

②
③
が応援する立候補者の氏名に印をつけていきます。③投票箱も写真のよう
に実際のものを使用しました。｢大和中はどうあるべきか！｣・・・それぞ
れの一票に責任をもって生徒一人ひとりが投票をしていきました。
この投票の結果は即日開票し、職員会、生徒会、学年会での承認を得た
後に公表されました。また、今後は、各種委員会・委員長の選出について
も行われます。新生徒会の任命式は、１月８日の全校集会で行われます。
これに先立ち、現生徒会の解任式についても、年内の１２月２４日の全
校集会で行われ、１年間の任期が終了します。お疲れさまでした。こ

昨年度好評だったこの
コーナー、今年もお届け
します、年末年始生徒の
みなさんが知っておいてお得な情報<年末年始キーワード②>です。今
年も残すところあと２週間・・・。今年１年をふり返り、いいことも
大変だったこともたくさんあると思います。ここで一つ、当たり前の
ことを当たり前にやれたあなた・・・几帳面に取組めたあなたはき
っと昨年よりもひとまわりもふたまわりも成長したでしょうね。

新年になって、正月に初めて神社やお寺、寺
現在の
院に参拝し、その１年の幸せを祈願することを
神社新道
初詣（はつもうで）と言います。初詣の時期は、①元旦（1/1）②三
では｢社（やしろ）｣・神域と現世を隔
が日（1/1 ～ 1/3）③松の内（～ 1/7）など現代ではいろいろな考え方
てる結界の役割をもつと言われる。海
七草（なな
があるようです。では、初詣の意味はというと、２つの説があるよう
の岩礁の｢奇岩｣などにも注連縄が張ら く さ ） は 、 １
ですが、ここでその紹介をしましょう
れたりする。正月に、家々の門や玄関、 ／ ７ の 朝 に ７
<１>恵方参りが初詣になったという説
出入口、また、車などの注連飾りも同 種 の 野 菜 （ せ
これは、歳徳神（としとくじん：その年の福徳を司る神）は恵方
じ意味合いをもち、厄（やく）や禍（わ り・なずな・ごぎょう・はこべら
神とも呼ばれ、年によって異なった方向に宿るといわれる。その方
ざわい）を祓（はらう）結界の意味を ・ほとけのざ・すずな・すずし
向を恵方といい、恵方にある社寺に参拝するのを恵方参りという。
もつようです。
ろ）を刻んで入れた粥（かゆ）を <２>年篭り（としごもり）が初詣になったという説
◆天照大神（あまてらすおおみかみ） ｢七草がゆ｣といい、邪気を払い万
祈願のために大晦日の夜から元旦の朝にかけて氏神の社に篭るの
が天岩戸（あまのい 病を除くと言う意味合いもある
が慣(なら)わしであったようで、やがて、この年
わと）から出た際、二 が、お正月からの美味しい料理を
篭りは除夜詣でと元日詣での二つに別れ、初詣の
度と天岩戸に入れない 食べ、飲み・・・
原型になっていったと言われます。これは、大晦
ように注連縄で戸を塞 これで疲れた胃を休め、野菜が乏
日の深夜にニュースなどで、お寺のお坊さんが除
いだのが起源とされる しい冬場に不足しがちな栄養素を
夜の鐘を鳴らす様子と参拝客がお参りをする様子
説もあるようですね。 補うという効能もあるようです。
が放映されることからも分かりますね。
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◆県英語暗唱大会第８地区大会
◆光市中学校科学作品展

４位
佳作

◆光の恵料理コンテスト

佳作

◆光市中学校読書感想文

入選

◆第４１回草炎全国俳句大会 優秀賞
◆第４回伊藤公カップ英語スピーチコンテスト
２位
◆中学生の税についての習字
佳作
◆光市学校美術展
特選

入選

◆下松近郊中学校バスケットボール大会
女子バスケットボール部
優勝
◆山口県中学校駅伝大会女子クロスカントリーの部
２位
◆山口県中学校バスケットボール優秀選手
優秀選手
◆大和地域人権作文表彰
優秀作文
２年
入
選
１年

２年
３年

年明けの１月１２日（日）に光市駅伝競走大会が行なわれます。
光市総合体育館をスタート･ゴールとし、男子５区間１６・３ｋ
ｍ、女子５区間１０・９ｋｍで競われます。本校からも男女各１
チームが出場しますのでその選手を紹介します。
<男子>
<女子>
２年生
２年生
１年生
１年生
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