谷保の杜

国立市立 国立第三中学校
学校だより５月号
平成２８年５月１６日

充実の５月を迎えて
校 長 山口

茂

はじめに、先月発生した熊本地震の被害により亡くなられた方に謹んでお悔やみを申し上げます
とともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。また、一刻も早い復興を心よりお祈り
申し上げます。三中生徒会では、熊本地震被災者支援を目的に、４月 26 日から３日間の募金活動
を行いました。全校生徒・保護者の皆様のご協力により、５３，４０１円の募金があり、「日赤平
成 28 年熊本地震災害義援金」へ全額寄付することができました。できることから始めようとする
三中生の温かい気持ちを今後も大切にしていきたいと考えています。
さて、新年度が始まり一月が経ちました。三中の５月は大きな学校行事が目白押しです。
修学旅行、遠足、生徒総会、加えて体育祭(6 月 4 日)や上級学校訪問(6 月 17 日)の準備と、とても
充実した月です。部活動も本入部となった１年生を迎え、本格的に活動が始まりました。各種生徒
委員会も動き始めています。２年生は先輩として、３年生は三中のリーダーとして、顔つきも行動
も大人びてきているように感じます。廊下で交わす挨拶からも自信の程が伝わってきます。立派に
成長し、学校生活にも慣れ、多忙な学校生活を送る三中生。しかし、そんな今だからこそ、足下を
見つめ直しましょう。授業、清掃、委員会・係活動等。大きな行事も日々の学校生活の延長線上に
あることを忘れずに、三中での充実した５月を過ごして欲しいと思っています。
※下記に本年度の目指す学校像を掲載します。詳細は４月保護者会資料及び本校ＨＰに掲載中です。

トリプルＡ（安全・安心・安定）の国立第三中学校
安

全

安 心

安 定

① 校外での安全

① 生徒が安心して学べる学校

① 安定した学習指導

② 校内での安全

② 保護者が安心して通わせられる学校

② 安定した生活指導・進路指導

③ 校外学習の安全

③ 地域が安心して連携・協力できる学校

③ 安定した学年・学級経営

④ 火災・震災等の安全対策

④ 教員が安心して指導できる学校

④ 安定した教職員組織

国立三中では、トリプルＡ（安全・安心・安定）を備えた学校づくりを推進し、生徒・保護者・地域社会か
ら信頼される学校経営に取り組んでまいります。よろしくお願いいたします。

新入生 オリエンテーション

4 月 12 日

新入生に、生徒会はじめ各委員会の活動の紹
介を行いました。
説明をする委員長の姿、そしてその内容にも感
心した様子の新入生たちでした。
新入生代表の 荒井さくらさんも堂々と立派で
した。
またその後、部活
動紹介も行いました。
ここでは各部の様子や
雰囲気が伝わってきました。
新入生にとっては、２，３年生の生徒が
大きくたくましく見えたことでしょう。

熊本地震

支援の輪

生 徒 会 の 活 動

「いいことしよう DAY」

4 月 19 日

毎月の恒例になって
いる、生徒会主催のボ
ランティア「いいこと
しよう DAY」
今年度も第１回目が 4
月 19 日に行われまし
た。
今月は、校舎周り、浄水
公園の清掃を行いました。
今回は１００名を超える生徒が集まり、落ち葉
やゴミを拾いました。今後も積極的に参加して
欲しいと感じます。
また、毎回の企画を考え、準備する生徒会役員
の努力にも脱帽です。
今後の企画と、生徒の皆さんの協力に期待して
います。

～募金活動～

4 月１４日より熊本県阿蘇地方および大分県で相次いで大きな地震が
発生しました。新聞やテレビで報道される現地の様子を見て、生徒会で
は、自分たちにできることは何かないかと考え、募金を行うことにしま
した。
まずは、地震後の被害状況や避難所での様子等を伝える新聞の切り抜
きを用いて掲示物を作り校舎内の各階にはりだしました。次に、生徒会
朝礼でもパワーポイントを用いて、現地の状況を伝え、生徒に協力を呼
びかけました。
3 日間の登校時だけという短い期間でしたが、多くの生徒が賛同し募金
をしてくれました。総額は 53４01 円となり、5 月１日に日本赤十字へ
送金しました。
募金とともに、皆の気持ちが被災地へ届き、そして復興への手助けにな
ることでしょう。

生 徒 総 会

５月１０日

「ともに創ろう 明るく楽しい学校生活」をモットーに、生徒会役員、
各クラスから選出された委員からなる各委員会（学級・図書・放送・
生活・美化・給食・保健）が様々な取り組みを行っていきます。
その方針を打ち出し、協力を呼びかけたり、生徒のみなさんの意見を
聞いたり、質問に答えたりという場が生徒総会です。
今回の生徒総会では、石けんの補充についてや、昼の放送の要望等が出ました。
今までの実践を継承しつつ、総会で出た意見も参考に、生徒みんなが、明るく楽しい学校生活を
送れるように活動していくことを期待しています。

離 任 式
４月２２日 離任式が
行われました。前校長の
石井和光先生、ｽﾏｲﾘｰｽﾀｯﾌ
の東山美紀さんが、来校
されました。石井先生からは、目立たないとこ
ろで務めを果たし、支えとなっている人がいる
こととその切さ、東山さんからは、失敗を恐が
らないことというお話を頂きました。養護の西
尾尚恵先生からも、目に見えない健康を大切に
して、心身ともに成長してくださいというメッ
セ
セージが届いていました
た。
ありがとうございました
た。
新しい学校でのご活躍を
お祈りします。

A 組 校外学習
A 組では ４月２１日、
今年度初めての校外学習
へ出かけました。
野川公園を散策、各自が企画したゲームを行い、
午後からはマヨテラスというマヨネーズにまつ
わる様々な情報を体感しながら学べる見学体験
施設に行きました。
マヨネーズの歴史やおいし
さのひみつと楽しみ方を学
び、物作りへの思いと工夫
に触れました。
A 組では、新しいメンバーも加わり、互いの個
性を理解し合える良い機会となりました。クラ
スの団結力が生まれつつあります。

セーフティ 教 室 実 施
５月６日、公開授業週間最終日の５時間目に、NTT ドコモ スマホ・ケータイ安全教室イ
ンストラクター鈴木千代さんを講師に招き、セーフティ教室を行いました。スマートフォンや携帯電
話は大変便利な道具ですが、一方で危険な道具であり、被害者になってしまうこと、場合によっては
加害者になることもある、という話に始まり、様々なケースから注意しなければい
けないことを聞きました。再度確認します。
・メールは、顔の表情が見えない、声の様子がわからないため、誤った伝わり方をしてしまうことも
あるので、よく読み返して発信する。また、即返信ができない状況にあることを配慮できるようにし
よう。
・簡単にインターネット上で個人情報を知らせたり、知り合いになった人と会うのは危険である。イ
ンターネットでのなりすまし被害が後を絶ちません。
・SNS 等に写真や人の悪口を投稿することも止めましょう。写真や動画はいつまでも残ります。受
験や就職で不利になっている人が実際にいます。
今、東京都では「東京 SNS ルール」があります。それに基づき、国立市では、各中学校で「東京
SNS ルール」を作る予定です。利用時間を決めたり、友人同士のやりとりが自分たちや他の人の不
愉快な思いにつながらないルールを生徒が考えまとめていきます。
また、全体会後の意見交換会では、保護者が子どもにスマートフォンを与えるときの注意点を中心
に話しが進みました。
・使っても良い機能やサイトを段階的に広げていく。
・親子で一緒に利用状況を確認する。利用が少ないのが良いわけではない。「いじめ」のサインにな
っていることもある。
・購入時は必ずフィルタリングをかける。これは、法律でも定められているので、携帯会社に頼めば
やってくれる、ただこれだけでは不完全でアプリを入れる等も必要です。
意見交換会も、とても有意義な話でした。抜け道は常にあり、日々進化する中で、子ど
も自身が正しい判断力を身につけることや、危険やモラルに反する行為を回避する力をも
つことが重要だとわかりました。

１年

校外学習

５月１３日に 1 年生は、中学校で初めての校外学習に出かけました。
行き先は西多摩郡奥多摩町の川井キャンプ場、そこまでは班ごとに電車を乗り
継いで行き、川井キャンプ場では、調理体験をしました。
班ごとに、事前に食事メニューを考え、調理方法も調べました。
かまどの作り方や飯盒での炊飯方法もしっかり学び、前日には自分たちで必要
な食材を購入にも行きました。できる準備はしっかり行いました。
どの班も米を炊き、他に、鍋または鉄板を用いての料理に取り組みました。
どんな料理ができあがるのか、やや不安もありましたが、
どの班も予想以上に上手に白米が炊け、おかずもできあがりました。苦労して
作った食事は格別の美味しさでした。
片付けや洗い物、借りた道具の返却まで、そして帰りも班
で帰ってきました。
班の仲間を知り、友情を深める絶好の機会になりました。
今後の学校生活に多いに生かしてほしいです。
体育祭 ご来場の際のお願い
今年度も本校の一大行事である体育祭が 6 月４
日に行われます。今年度は、保護者の方々が、受付
をスムースに通れるようにするために、事前にお渡
しした「受け付け票」を提出してもらうこととしま
す。また、受付開始時刻前は校内に入ることはでき
ません。御理解と御協力をお願いします。
詳しくは、先日配布した｢体育祭の御案内｣をご覧下
さい。

部 活 動 の 活 躍
男子バスケットボール部
第十ﾌﾞﾛｯｸ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会 準優勝
剣道部 石川 隼
若葉町剣道部創立記念試合 準優勝
ソフトテニス部 団体女子
小平強化ソフトテニス研修大会 団体戦 3 位

５月中旬～６月中旬の予定
全校朝礼 安全指導 心臓検診２次
教育実習始
⑥修学旅行事前指導（３）
17日 （火）
尿検査２次②
16日 （月）

1日 （水） 尿検予備日

⑤学年練習（１）

2日 （木） 体育祭予行予備日

18日 （水） 修学旅行（３）始

特別時間割始

3日 （金） ⑤⑥体育祭事前指導・準備

修学旅行（３）終
⑥奉仕活動（１）

特別時間割終

4日 （土） 体育祭

23日 （月） 体育祭練習始

②③学年練習（１）

6日 （月） 振替休業日

24日 （火） 避難訓練

①②学年練習（３）

7日 （火） 体育祭予備日

25日 （水） ②学年練習（３）

③④学年練習（２）

9日 （木） 歯科検診

20日 （金）

26日 （木） ①②学年練習（１）
27日 （金）

12日 （日） 開校記念日

①②学年練習（２）
⑤⑥全体練習

30日 （月） ⑤⑥学年練習（３）
31日 （火） ⑤⑥体育祭予行

教育実習終

④学年練習（２）

（ ）の数は学年、〇の数は何時間目かを示しています。

13日 （月） 全校朝礼

安全指導

14日 （火） A組校外学習

尿検査３次

15日 （水）

定期考査一週間前
家庭学習強化週間

17日 （金） 上級学校訪問（２）

