東陽中学校・学校だより
６月号 平成27年５月27日
３年生修学旅行、たくさんの思い出ができました！

【教育目標】
①心身ともに逞しい生徒の育成
②自主的に行動できる生徒の育成
③賢さと品位のある生徒の育成

５月１７日(日)から１９日(火)、２泊３日の修学旅行が、無事終了しま
した。１日目、伊丹空港から空路、東京に入りました。最初の訪問場所は
国会議事堂でした。今年は、日曜日出発だったため国会を見学する学校が
少なく、衆議院本会議場の傍聴席に全員が着席し、国会のはたらきやしくみをじっくりと聞くことがで
きました。その後、東京スカイツリーから首都東京を眺め、夕方から３つの選択コースに分かれて都内
の観光に出かけました。
２日目、前日まで三社祭で賑わった浅草を訪れ、その後、本所防災館に行きました。そこではクラス
毎に４つの防災体験学習に取り組みました。有意義な体験学習でした。午後からは、東京ディズニーラ
ンドを楽しみました。
３日目、都内をバスの車窓から眺めた後、お台場で自由行動を楽しみました。ホテルのランチバイキ
ングで昼食をとり、羽田空港に向かい飛行機で帰路につきました。予定通り、１８時過ぎに紀南文化会
館前に帰ってきました。大きく体調を崩す生徒もなく、また、目立ったトラブルも無く時間通りに日程
を進めることができました。そして生徒みんなが協力して修学旅行を成功させることができました。今
後、クラブ活動でも、また、体育大会や文化発表会の学校行事でも、３年生が力を発揮してくれること
を期待しています。

１、２年生の遠足も、大成功でした！

各種大会の結果

１年生は、世界遺産、熊野古道(発心門王子から
本宮大社)へ、２年生は、白浜町（番所山公園・白
浜水族館等）へ行ってきました。天気にも恵まれ
て、それぞれの学年が、有意義な校外学習を行う
ことができました。
「熊野古道を歩いて」
熊野古道に遠足へ行き、昔の人々はあんなに長
い道を歩いたのかと驚きました。熊野古道を歩い
て、とても気持ちの良いところだと思いました。
街中にはない自然と豊かさがあって、心が落ち着
きました。そこにいると、いやなことが忘れるよ
うな気がしました。大人になったら、ここに住ん
でみたいと思いました。
語り部さんが、基本的には英語しかしゃべらな
いと聞いて、「英語の意味わからないのに、だい
じょうぶかな。」と一人で心配していました。け
れど、日本語に翻訳してくれて、よかったと安心
しました。歩いているとき、友達と話をしながら
歩いたので、遅くなったりしたけれど、普段歩く
より楽しく歩くことができたと思いました。
熊野古道を歩いて、世界遺産になった意味がわ
かりました。（１年男子）

【野球部】
田辺・西牟婁中学校野球選手権大会
２位
第３回日高川町ベースボールクラシック２位
【女子バスケットボール部】
第２回海南皐月杯 １位
【卓球部】 卓球田辺西牟婁春季大会
男子シングルス １位 濵口竜輔
男子シングルス ２位 岡本直樹
男子シングルス ３位 廣畑綱木
男子シングルス ３位 金山瑠依
女子シングルス １位 原田珠里
男子ダブルス １位 濵口竜輔・岡本直樹
男子ダブルス ２位 生駒成司朗・金山瑠依
女子ダブルス ３位 原田珠里・佐野夏希
男子ダブルスベスト８ 廣畑綱木・米田康平
※県大会に出場【６／１３(土)和歌山市】
【ソフトテニス部】
田辺西牟婁春季大会
女子 ３位 有山葉月・福田胡美
女子 ９位 松田真弥・杉野京香
※県大会に出場【６／７(日)：日高川町】
【剣道部】
第３９回市民体育祭剣道の部
中学生２年女子の部 ２位 榎本葉月
【陸上競技部】
第３９回市民体育祭陸上競技の部
中学男子３０００ｍ １位 山本涼介
中学男子１５００ｍ ３位 山本涼介
中学女子８００ｍ
１位 天野美生
中学女子１５００ｍ １位 山本千聖
和歌山陸上競技カーニバル
中学生女子１５００ｍ ３位 山本千聖

本年度、本校に新しく赴任された先生方
佐武 正章
川﨑千寿子
愛須 貴子
谷川 達司
庄口 和宏
深田めぐみ
後藤 和樹
小籔 秀都

<４>

校長
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生

・・・ 明洋中学校より
・・・ 明洋中学校より
・・・ 高雄中学校より
・・・ 秋津川中学校より
・・・ 近野中学校より
・・・ 衣笠中学校より
・・・ 新庄中学校より
・・・ 新庄中学校より
よろしくお願いします
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東部公民館運営役員会議・各委員会を開催しました。
５月中旬より、東部公民館体育、文化、学社融合、人権推進委員会、そして運営役員会議を開催
し、年間の行事計画、予算等をご審議いただき承認されました。今年度も東部公民館事業へのご理
解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
運営役員、各委員会の委員の方々をご紹介いたします。（敬称略）

◎運営役員会（任期：平成27年４月１日～平成28年３月31日）
神子浜町内会：泉 房次朗、奥山 雅司
文里町内会：濱岡 輝彦、真砂 宏一
楽生会：樫本 春彦
神子浜婦人会：新谷 博子
神子浜子ども会：木下 和之
文里子ども会：大内 清
田辺第二小学校：山根 正
各委員会の長・副

東山町内会：樫山 博充、広畑 延行
上浜田町内会：宮崎 孝夫、芦谷 信一
むつみ会：久保 福恵
文里婦人会：真砂 みよ子
東山子ども会：栗本 加幸
東陽中学校：上田 治

◎体育委員会（任期：平成27年４月１日～平成29年３月31日）
委員長：谷本 禮三
副委員長：新宅 初枝
藤田 勲、栗栖 健二、塩本 敏、後藤田 篤、木本 裕巳、小守隆行、宮崎 孝夫
宮原 健司、米田 光則、若藤 望

◎文化委員会（任期：平成27年４月１日～平成29年３月31日）
委員長：山本 昌二郎
副委員長：広畑 延行、木村 祥子
竹中 伸、奥山 雅司、広瀬 千鶴子、桂 淳子、宮崎 孝夫

◎学社融合委員会（任期：平成26年４月１日～平成28年３月31日）
委員長：栗栖 崇
副委員長：新宅 初枝
白井 慶、山根 一人、加藤 榮子、佐武 範一、山本 喜理、栗栖 與子、原 富子

◎人権推進委員会（任期：平成26年４月１日～平成28年３月31日）
委員長：寺岡 開
副委員長：宮本 小百合
柳瀬 定義、宮崎 孝夫、樫山 博充、白井 慶、北川 三弥子、斧 慶子、太田 寛昭
大川 孝 新藤 整市

年間行事
６月
８月
10月
11月
２月

グラウンドゴルフ大会（体育）
写真教室（学社）
パソコン教室（学社）
文化展・写真展（文化）
郷土料理教室（学社）
ふれあいバスピン大会（体育）
人権学習会（人権）

２月 ３館ソフトバレーボール大会（体育）
＜その他＞
・子ども生け花教室（毎月第二土曜日）
＜時期未定＞
・ウォークラリー
・東部公民館大会
・ビーチボールバレー
・学校支援ボランティアの取組み
<１>

<昨年度の活動状況>
・学校の調理実習の時間に、
生徒の調理補助
・図書室の本の整理 など
<注 意>
・人材バンクに登録をすると、必ずボランティ
ア活動ができるわけではありません。
学校や公民館の必要に応じてボランティア活
動を紹介します。
・申込みには、特定の資格などの条件はありま
せん。
・登録の有効期間は年度末（３月31日）までと
し、更新に制限はありません。
・登録していただいた内容は、人材バンク以外
では使用いたしません。
<問合せ・申込先>
東部公民館（℡:25-0360 fax:34-2585）
〒646—0025 田辺市神子浜1-4-66

時：６月27日（土）
集合：午前８時30分
開会：午前９時～
※雨天の場合、６月28日（日）
会 場：東陽中学校グラウンド
参加費：無料
表 彰：個人賞のみ
雨天対応：当日、午前７時30分時点で判断し、
中止の場合、グループ代表者に連絡
ホール数：参加チーム数により対応
参加資格：東部公民館区在住の方
（年齢・性別は問わない）
競技規則：日本グラウンドゴルフ協会制定
のオフィシャルルールを準用
その他：タオルやお茶、スティック等は、
各自で準備をしてください。
学校敷地内は禁煙です。
日

＜申込みについて＞
締切り:６月17日（水）
申込先:東部公民館(℡:25-0360 fax:34-2585)
〒646-0025 田辺市神子浜1-4-66
☆申込書は東部公民館にあります。
申込みの際に主事が不在の場合は、公民館玄
関の郵便受けに入れてください。

扇ヶ浜海水浴場の清掃活動
田辺市女性会へのお誘い
＜活動内容＞
各地域の女性会（ブロック）の主体性を尊重
しつつ、互いに敬愛し協力して、女性の地位の
向上、並びに社会福祉の増進等、住みよいまち
づくりに貢献することを目的として活動してい
ます。
平成27年度から婦人会がなくても、入会でき
るようになりました。
主な活動は、押し花やペーパークラフトの講
座を開いたり、県外研修やスポーツ行事など、
女性がやりたいことができるようにと計画して
います。また、ボランティアなど他団体の協力
事業なども行っています。
対 象：旧市内在住の女性
※文里、三栖、新屋敷、中屋敷の方は、
婦人会を通じてお申し込み下さい。
会 費：年間２００円。

田辺第二小学校では、自分たちが住んでいる
地域の自然を大切にする心を養い、自分たちの
手で自然を守る事の大切さを体験することを目
的に、総合的な学習の授業の一環として、５年
生、６年生がオープン前の田辺扇ヶ浜海水浴場
を清掃します。
地域の皆様も、児童と一緒に清掃活動に参加
しませんか。
日

時：６月22日（月）

午前９時15分～午前10時15分
場

※雨天の場合、23日（火）
所：田辺扇ヶ浜海水浴場
（ビーチハウス前）

☆ゴミ拾いに必要な軍手や火箸等は、
各自ご持参ください。

明るい笑顔・街いっぱい運動
＜申込み・問合せ＞
田辺市教育委員会生涯学習課
（℡:26-4925）
田辺市女性会連絡協議会田辺支部
<２>

６月１日（月）、７月１日（水）
時
場

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
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平成２７年６月１日

田辺第二小学校

あさつ ゆの あさ
あ さつゆ しずか

東部公民館では、地域住民の方の経験や知識
を、学校教育を含む様々な機会に活かし、地域
住民の方の自己実現や生きがいづくりにつなげ
るため、「人材バンク」制度を設け、学校の教
育活動や環境整備、地域の教育活動などを支援
するボランティアを募集しています。

くさの はっ ぱの
さきっ ぽに
うまれ た う まれた
ぷっく り あ さつゆ

グラウンドゴルフ大会参加者募集

くさの はっ ぱの
ゆりか ごで
うとう と う とうと
きらき ら あ さつゆ

あんま り よ くねて
ねがえ りうっ て
ぽとり
こんど は じ めんに
だかれ ます

東部公民館

人材バンク登録者の募集

学校だより

落成式・落成を祝う会が盛大に開催

参観日のお知らせ

５月１７日（日）に，新校舎の「落成式」ならびに「落成を祝
う会」が開催されました。当日は，校舎の完成をお祝いする
かのような晴天にも恵まれ，保護者はもちろんのこと，地域
の皆様方にも大勢ご参加いただき，盛会のうちに実施する
こ とができまし た。また，「祝う会」では，児 童の発表のほ
か，「地域・育友会保護者コーラス」の皆様方や東陽中学
校の合唱部にも花を添えていただき，来場された皆様方か
らは，大変すばらしい会だという声が数多く聞かれました。
最後には，中根建築委員会会長さんの発声で，１２，０００
個のお餅まきが行われて無事に終了しました。
長い建築期間の間並びにこの度の「落成式」「祝う会」の
実施に当たりまして，ご理解とご協力をいただきました，保
護者・地域の皆様方はじめ関係各位に対しまして，改めて
厚くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

本年度も６月を防災月間とし，全学年で防災に関わる学
習の授業をご参観いただきます。授業後に学年懇談会を
予定しておりますので，大勢の皆様のご参加をお願いしま
す。
学年

実施日

参観授業

なかよし

25日(木)

（授業２時間目）

18日(木)

防災に関わる授業
で す。ご 家 庭 で
も，これを機会に
ぜひ話し合ってみ
て下さい。

１年

授業後
カレー会食
10:30～13:00
懇談会

２年
３年
23日(火)

４年
５年

懇談会
懇談会
懇談会
キャンプの説
明･懇談会

12日(金)

６月の行事予定
1日（月）明るい笑顔街いっぱい運動・セーフティネット
学びタイム ＡＬＴ授業
2日（火）校長訓話 聴力検査(5年) 委員会・代表委員会
3日（水）漢字・計算タイム 歯科検診(1,2年) 屋上避難訓練
4日（木）テレビ放送・フッ化物洗口 寄生虫検査回収
福祉学習（５年）
5 （金） 校読
科検 （ 学年）寄
収
特教研ドッジボール大会(会津小) 福祉学習（５年）
6日（土）田辺西牟婁歯科保健フォーラム（紀南文館） 13:30
8日（月）学びタイム 5-1調理実習
9日（火）体育集会（高）音楽集会（低）スクールカウンセラー
スクールカウンセラー来校
スクールカウンセラー来校
東
導
会 5-3調理実習
10日（水）漢字・計算タイム 5-2調理実習
11日（木）テレビ放送・フッ化物洗口 耳鼻科検診(3,5年)
起震車体験(6年)
12日（金）全校読書 高学年参観日
大地震・大津波合同避難訓練（予定）
14日(日)ソフト・キック市内大会
15日(月)学びタイム クラブ活動(午後火曜校時)
16日(火)体育集会･低 音楽集会･高 ALT授業(午後月曜校時)
17日(水)漢字・計算タイム 5年生キャンプ1日目（潮岬）
18日(木)フッ化物洗口 5年生キャンプ2日目（潮岬）
低学年参観日
１９日（金）全校読書 ２年生町たんけん
２０日（土）ソフト・キック市内大会（予備）
きのくに合唱セミナー（中部公民館）
２２日（月）学びタイム 扇ヶ浜海水浴場清掃（５･６年）
２年生町たんけん予備日
23日(火)縦割集会 中学年参観日 生活点検開始(～29)
スクールカウンセラー来校
スクールカウンセラー来校
２４日(水)漢字・計算タイム 広報部会
２５日(木)TV放送・フッ化物洗口 なかよし学級参観日 ALT授業
26日(金)全校読書 福祉学習(5年)
２７日(土)きのくに合唱セミナー（中部公民館）
２８日(日)育友会文化部主催ミニコンサート(10:00)
２９日(月)学びタイム
３０日(火)暗唱発表(4,5年)

６年

修学旅行ビデ
オ・懇談会

※参観
※なかよし学級
※懇談会等

１ 40 ～２ 25
午前９時25分～10時10分
２ 35 ～

さあ，プール開き！
今年の水泳は８日（月）から始まります。きれいに
なったプールで、各学年が目標達成に向けて頑張
ります。ご家庭でもご声援をお願いします。
〔各学年の到達目標〕
なかよし

自分に合った距離を泳ぐ。

１ 年

ばた足を加えたけのびで５ｍを泳ぐ。
（水に親しむことを中心にする。）

２ 年

ばた足を加えたけのびで１０ｍを泳ぐ。
（面かぶりクロール，息継ぎの指導をする。）

３ 年

クロールで13ｍを泳ぐ。(正しい息継ぎができるようにする。)

４ 年

クロールで２５ｍ，平泳ぎで１３ｍを泳ぐ。
（平泳ぎのキックができるようにする。）

５ 年

クロールおよび平泳ぎで２５ｍを泳ぐ。
（正しいフォームで泳げるようにする。）

６ 年

クロール･平泳ぎのうち1種目は50ｍ，もう1種目は25ｍを泳ぐ。

体を清潔にしよう！
６月の月目標は「体を清潔にしよう」です。特に梅雨時
は、じめじめしているので汗をよくかきます。そのままにし
ておくと、体調をこわしたり、においの原因となって友だち
に迷惑をかけたりすることもあります。清潔なタオルなどで
しっかりあせをふきましょう。
また、プール水泳も始まります。お風呂でていねいに体を
洗い、きもちのよい水泳ができればと思います。

大地震・大津波合同避難訓練について
本年度も近隣の保育所や幼稚園，中学校，紀南看護学校等
に呼びかけて，大地震・大津波を想定した避難訓練を実施し
ます。第１回目は６月12日に実施予定です。詳細は追ってお
知らせいたします。

<３>

