東陽中学校・学校だより
５月号 平成27年４月23日
平成２７年度が始まりました。１０８名の入学生、９名の教職員を迎え、 【教育目標】
①心身ともに逞しい生徒の育成
全校生徒３４６名、教職員３０名でのスタートです。
４月８日(水)、午前中に始業式、午後から入学式を行いました。入学式に ②自主的に行動できる生徒の育成
は、多くの来賓の方々と保護者の方々に出席していただきました。ありがと ③賢さと品位のある生徒の育成
うございました。
入学式の新入生呼名では、入学生一人ひとりが力強く返事をしました。また、田辺第一小学校からの入
学生、神谷舜生君は、堂々と新入生宣誓を行ってくれました。７つの小学校から入学した１０８名のこれ
からの３年間の中学生活に期待したいと思います 保護者の皆様、地域の皆様、本年度も本校教育活動に
ご支援ご協力を宜しくお願いいたします。

平成２７年度 始業式 学校長式辞
今日から新しい年度（平成２７年度）が始まりま
す。本日、１年生は、中堅学年の２年生に。２年生
は、最高学年の３年生になりました。
２年生は、入学してくる１年生の良き先輩に、そ
して学校の中心的なリーダーに。３年生は、最高学
年としての自覚を持って、たくさんの思い出を作り
ながら、自分の進路を決めていく大切な一年間にし
てもらいたいと思います。そして、育成学級のみな
さんも、仲間が増え、お互いに助け合う素晴らしい
学級をつくりましょう。育成学級は、生徒のみなさ
んの支えや理解・協力が必要な学級です。共に仲良
くしていきましょう。 本校の校訓は、これまで皆
さんもよく知っている『品位と賢さ』です。３年間
で最も大切にしたい目標です。この校訓の『品位と
賢さ』を達成するためには、放っておいて自然にそ
れが身につくことはありません。
毎日、当たり前に行われることが、きちんと積み
上がっていかなければ実現しません。当たり前のこ
とをきちんと行うことを『凡事徹底』と言います。
『凡事』とは、当たり前のこと。『徹底』とは、き
ちんと行うことです。
東陽中の皆さんには、当たり前のことが立派にで
きる生徒を目指して欲しいと思います。
それでは、皆さんに取り組んでもらいたい今年度
の３つの大事な『凡事徹底』をお話しします。１つ
目は、「しっかりあいさつをしよう」、２つ目は、
「授業や部活動を大事にしよう」、３つ目は、「素
直な心をもとう」です。
最初の「しっかりあいさつをしよう」について
は、東陽中の生徒の皆さんは部活動などでは、でき
ているように聞いていますが、校内でのあいさつは
もちろんのこと、登下校時や地域の方々にも進んで
「さわやかで大きな声でのあいさつ」ができるよう
にしてください。特に、毎月の１日と１５日には、
明るい笑顔街いっぱい運動や交通指導で地域の方々
がたくさん、私たちのために朝早くから立ち番をし
てくれています。
<４>

「おはようございます」
「ありがとうございま
す」「さようなら」が
当たり前のこととして、
どこででも言える生徒
になってもらいたいと
思います。
２つ目の、「授業や部活動を大事にしよう」は、
中学校でのほとんどの時間は、教科学習・道徳・総
合の時間・特別活動ですが、授業に集中し熱心に取
り組むことで内容がよく分かり、復習をすることで
理解の定着が進み、一人ひとりの成績はぐんぐん伸
びてきます。部活動も日々の努力の積み重ねが、一
人ひとりの成長につながります。先生方は、少しで
も君たちが意欲を持って学習や部活動に取り組める
よう、工夫しながら指導をしていきますので、日頃
から自分なりの精一杯の力を出していってくださ
い。
３つ目の、「素直な心をもとう」というのは、思
春期のまっ只中にいる君たちには、悩みもあり少し
難しいことかも分かりませんが、友達との間で、先
生との関係の中で、家庭で保護者とのふれあいや話
し合いの中で、「素直な心」で接することを大切に
して欲しいと思います。一人の人間として、周囲の
人たちとコミュニケーションがとれ、色々な考えや
意見を吸収し、よりよい人間関係がつくれるよう成
長してもらいたいと思います。そのスタートは、
「素直な心をもつ」ことから始まると思います。
始業式に当たって、この３点、「しっかりあいさ
つをしよう」「授業や部活動を大事にしよう」「素
直な心をもとう」を本年度の『凡事徹底』として心
にとどめ、担任・副担任の先生、クラスの仲間、君
たちに関わってくれている多くの方々との出会いを
生かし、意欲ある新学年のスタートを切ってくださ
い。
平成２７年４月８日
東陽中学校 校長 佐武正章
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田辺市教育研究校の指定について
東陽中学校、東部公民館、南部公民館は、田辺市教育委員会より、学社融合の推進に資するた
め、学社融合研究推進地域として、３年間の指定を受けました。
・研究テーマ
「公民館併設型の中学校における学社融合事業の推進」
・指定期間
平成27年度～平成29年度の３年間
・研究趣旨
田辺市教育委員会では、平成14年度から地域連携担当者を各学校に配置し、学校と公民館が合
同で研修会を開催するなど具体的な取組みをスタートさせました。さらに学社融合の更なる発展
を目指して、平成19年度を「学社融合元年」と位置づけ、平成20年度からは学社融合研究モデル
地区として、芳養小学校・芳養公民館を、平成21年度からは田辺第一小学校・中部公民館を、さ
らに平成24年度からは上山路小学校・龍神地区公民館を指定し、研究を推進してきたところであ
ります。
そこで、市内４つ目となる学社融合研究推進地区として、公民館を併設した中学校である東陽
中学校と東部公民館、南部公民館を指定し、学社融合の推進を図るとともに、その成果を市内全
校に普及することを目的とします。

東部公民館区

東部公民館利用者の方へ

生涯学習（人権）推進員、スポーツ推進
委員、文化財愛護協力員のご着任

避難訓練のお知らせ

平成27年３月をもって、標記委員の任期が終
了し、４月から新たな委員が着任されましたの
でご紹介いたします。（敬称略）
生涯学習（人権）推進員
・柳瀬 定義 ・宮本 小百合 ・宮崎 孝夫
スポーツ推進委員
・宮原 健司 ・米田 光則

・若藤 望

東部公民館と東陽中学校では、突発的な地震
及び大津波の発生を想定し、高台の一時避難場
所に避難する訓練を行います。
つきましては、東部公民館を定期
的に利用されている方のご参加をお
待ちしています。
日 時：５月27日（水）午前８時35分～
※雨天の場合は、６月５日（金）に延期
集合場所：東部公民館
一時避難場所：オーシティー田辺店駐車場
※現地解散

文化財愛護協力員
・山根 平一

第23回文協フェスティバル
これまでご協力いただいた委員の皆様におか
れましては、長い間、地域の生涯学習の推進、
スポーツ活動の推進のため、ご尽力いただき、
誠にありがとうございました。
また、４月からご着任された委員
の皆様、今後とも、どうぞよろしく
お願いいたします。

展示部門：５月16日(土)～17日(日)
午前9時～午後5時
舞台部門：５月23日(土)、24日(日)、31日(日)
午後１時30分～
会 場：紀南文化会館
問合せ：田辺市文化協会 ℡：26-9943
（田辺市教育委員会文化振興課内）
<１>

〈実施期間〉
☆民生委員・児童委員活動強化週間
平成27年５月12日（火）～５月18日（月）
☆児童福祉週間
平成27年５月５日（火）～５月11日（月）
活動推進行動宣言

「広げよう

地域に根ざした

思いやり」

１、安心して住み続けることができる地域社
会づくりに貢献します。
２、地域社会での孤立・孤独をなくす運動を
提案し行動します。
３、児童虐待や犯罪被害などから子どもを守
る取組みを進めます。
４、多くの福祉課題を抱える生活困難家庭に
粘り強く接し、地域社会とのつなぎ役を
努めます。

第19回 山の唄炭やきむら俳句大会
主
催：秋津川振興会・秋津川公民館
出句期間：５月１日（金）～５月29日（金）
大 会 日：７月20日（月・祝）午後１時～
受付（正午～午後１時）
会
場：田辺市紀州備長炭記念公園
＜出句先・問合せ＞
〒646-0001 田辺市上秋津2083-1
秋津川公民館（上秋津公民館内）

tel：35-1022

fax：35-0569

田辺湾クリーン作戦
紀の国わかやま国体・大会や田辺市合併10周
年を迎えて田辺市に多くの方が来られます。お
もてなしの意味も込めまして、クリーン作戦を
次の日程で実施します。
田辺湾クリーン作戦は清掃活動等を通じて、
皆さんの海岸漂着物等の問題に対して理解を深
めること、また自然環境の保全や環境美化に関
する意識を高めることも目的としています。皆
さんのご参加よろしくお願いします。
日

時：５月30日（土）午後１時30分～
（１時間程度）
※小雨決行。荒天の場合は翌31日(日)に延期
＜清掃場所＞
元島・天神崎地区、跡ノ浦地区、鳥の巣地区、
会津川河口地区、扇ヶ浜地区（計５地区）
＜注意事項＞
・自動車での参加は控えてください。
・ごみ袋、軍手は当日お配りします。
・ごみは４分別での回収をお願いします。
（燃えるごみ、資源ごみ、プラスチックごみ、
埋立ごみ）
・ごみは燃やさないでください。
・暑い中での清掃作業になりますので、無理は
せず、熱中症等に気をつけてください。

明るい笑顔・街いっぱい運動
５月１日（金）、６月１日（月）
時
場
<２>

間／午前７時30分～午前８時
所／学校付近、自宅前付近、交差点など

＜問合せ＞
環境課 環境対策係
（℡：0739-26-9927）
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平成２７年５月１日

田辺第二小学校

５月を迎えました！
新緑の季節となり、さわやかな風に鯉のぼりが気持
ちよさそうに泳いでいる風景を街のあちこちで目にす
ることができます。
５月は、動植物はもとより人にとっても成長の季節
でもあります。この季節に、どの子も大きく成長して
ほしいと望んでいます。

ひるねの ひ
すみれ ほのか

４月２日、介護予防や防災に役立つシニアエ
クササイズサークル、東部なでしこの会12名、
南部なまけんクラブ９名、計21名で、第２回交
流会を開催しました。
前日までは雨の日が続いていましたが、当日
は晴天に恵まれ、空気が澄み、さわやかな気候
の中、龍神地域まで歩行訓練に行きました。
季楽里龍神周辺を、ノルディックを使用しな
がら、１時間半程度歩行し、その後、数字や漢
字クイズで脳トレーニングにも挑戦しました。
また、龍神美人体操
も教えていただきま
した。
道中は桜を愛でな
がら、一日楽しい交
流会となりました。
(東部なでしこの会)

きょうは あた たかい
かぜが やさし いね
ちょうちょ とんでる
よ
ありも あるい てる

平成27年度「民生委員・児童委員の活動週
間」と併せて厚生省・全国福祉協議会他主唱の
「児童福祉週間」として、全国的に理念の普及
や啓発のための様々なＰＲ活動・行事等の推進
活動が展開されます。
民生委員・児童委員は全国展開として「広げ
よう 地域に根ざした 思いやり」行動宣言に
掲げた「安心して住み続けることのできる地域
社会づくり」のために、地域において関係機関
と連携しながら活動を行っています。
こうした活動を進めるためには、民生委員・
児童委員の存在や活動について、地域の皆さん
や関係機関・団体等の理解が必要不可欠であ
り、信頼関係を築いていきたいと願います。

かげろうが ゆれてる
ね
ひるね したく なる
すみれい ろの ゆめ
きっと みられ るね

東部なでしこの会だより

ひるねか ら さ めて
せのび してみ れば
まだ ひ はなが い
とろとろ と は るのひ

民生委員・児童委員だより

学校だより

『本年度取り組みの目標と
その実践に向けての努力点と具体策』
以下のような本年度取り組み目標と，目標に向けての努
力点や具体策を設定しました。本年度は，英語専科教員も
配置され、外国語活動にも力を入れながら、より一層の教
育活動の充実に向けて全職員が一丸となって取り組んで
いきますのでご支援とご協力をお願いいたします。

５月の行事予定

（１）学力の向上を図る

１日（金）全校読書 明るい笑顔街いっぱい運動
参観授業 育友会総会・学年総会
２日（土）田辺市合併１０周年記念式典（紀南文館）
７日（木）体育集会（全） フッ化物洗口
視力検査（１年）
８日（金）全校読書 内科検診（１･2年）スポーツテスト
10日（日）田辺市連合PTA研修会･総会（スポーツパーク）
11日（月）学びタイム 心臓検診(1年)
委員会・代表委員会 スポーツテスト
12日（火）校長訓話 ALT授業 スポーツテスト SC
13日（水）漢字・計算 修学旅行結団式 スポーツテスト
14日（木）修学旅行１日目 フッ化物洗口 知能検査（2･4年）
15日（金）修学旅行２日目 全校読書
17日（日）新校舎落成式・落成を祝う会
（全校授業日：午前中）
18日（月）振替休日
19日（火）体育集会(低)音楽集会(高)聴力検査(1年)
クラブ活動
20日（水）漢字･計算 尿検査１次 職員会議 広報部会
21日（木）フッ化物洗口 テレビ放送 歯科検診(な
かよし，5･6年）尿検査（予備）ALT授業
22日（金）全校読書 聴力検査(2年)
26日（火）音楽集会（低）体育集会（高）歯科検診(3･4年)
27日（水）漢字･計算 尿検査2次
28日（木）フッ化物洗口 テレビ放送 プール清掃
尿検査2次（予）耳鼻科検診(1・2年)
29日（金）全校読書 プール清掃(予)
30日（土）ソフト・キック校内大会（～31日）
本年度も５月からスクールカウンセラー（ＳＣ）が配置さ
れます。
お悩みのことがありましたらお気軽にご相談下さい。カ
ウンセラーには守秘義務があります。担任を通じてお申し
込み下さい。時間の調整をいたします。

・目標を明確にし，基礎基本の確実な定着と主体的に学習に
取り組む態度を育む授業を展開する。
・相互に啓発し合い学び合いのある授業を展開する。
・各児童の到達度の状況を明らかにし，個々に対応する。
・漢字･計算タイムを充実し，個に対応した指導を展開する。
・自己評価，相互評価，教師からの指導がある授業を展開する。
・育友会等と連携し，学習習慣の確立，家庭学習の充実を図る。
・学習規律を徹底する
・育友会等と連携し，学習習慣の確立，家庭学習の充実を図
る。

【新校舎落成式・落成を祝う会の開催】
日 時：平成２７年５月１７日
落成式 ９：００
祝う会

１０：３０（予定）

「落成を祝う会」では，本校児童，地域・保護者コーラ
ス，本校合唱部，東陽中学校合唱部等の発表の後，校
舎建築委員会会長さんのご挨拶をいただき，餅まきを行
う予定になっています。

（２）豊かな心を育てる
・「人を大切にする教育」を全ての教育活動の根幹とし，徹底を図
る。
・命を大切にする教育を発達段階に応じて継続的に実施する。
・いじめ防止基本方針に基づき，関係機関とも連携し，組織的，
計画的にいじめの早期発見と適切な対応を行う。
・道徳の時間の授業改善を図り，よりよい生き方の指導を充実さ
せる。
・清掃等，全体に貢献する活動の中で，ボランティア精神の高揚
と自己肯定感の育成を図る。
・相手や場に即した言葉遣いや立ち居振る舞いができるよう指導
する。
・季節感や美的感性を育むような環境づくりをする。
・読書や暗唱，百人一首の指導に取り組む。

（３）たくましく鍛える
・運動量，質ともに豊かな体育授業を工夫する。
・剛健タイムでは，個人目標を設定することなどから心身ともにたく
ましい体を鍛える。
・外部講師を活用し，食育や薬物乱用・喫煙防止教育を充実させ
る。
・対外的競技会に積極的に参加し，自己実現を図る。

（４）開かれた学校づくりを進める
・校外体験学習や地域の教育力を活用した授業の機会を増や
す。
・育友会や地域の各種団体の皆様との連携を密にし，児童の健
全育成と安心・安全な学校づくりを進める。
・近隣諸機関や地域と連携した防災訓練等の活動を積極的に展
開する。
・地区子ども会活動や地域行事に積極的に協力し，ふるさとを愛
する心を育てる。
・地域の皆様に学校の状況を理解していただけるよう，児童の
様子等を積極的に発信し，協力を得るともに説明責任を果た
す。

<３>

