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地域に愛 され る学校 、東 中
教頭 高山 裕子
早いもので 1学期 も本 日で終わ り、いよいよ待望の夏休みで丸 今年は例年以上の暑 さが予想 されますが、
々の
夏休みは自主的、主体的な生活を通 して、心身 ともに成長する絶好の機会です。皆 さんはもうすでに日
生活の計画 をしつか りと立ててい ると思いますが、暑 さに負けず学習や運動 に計画的に取 り組んだ り、家族
や地域の一員 としての 自党をもち、進んで手伝いや行事に参加 した りして、知 家で安全に、そ して楽 しく有
意義 な夏体みを過 ごしてほしい と願 つていま丸
さて、 6月 30日 土曜 日、本校 において本年度の第 1回 目となる学校評議員連絡会・学校関係者評価委員
会、大宮東中学校健全育成懇談会 (東 中 SSN)が 開催 されました。 これ らの会議は、学校が家庭や地域 と
一体 となつて生徒の健やかな成長 を図 り、地域に開かれた学校づ くりを一
層推進 してい くために設置 されたもので、当日はたくさんの委員の皆様に
ご参加いただき、大変熱心な意見交換がな されました。
今回は 「生徒の学校生活についてJ「 学校における働き方改革について」
「地域での生徒の様子、生徒に活躍 してほしい場について」 をテーマにご
協議いただきま した 様 々な意見の中から私 自身が印象に残 つたご意見を
い くつかご紹介 させていただきまう■
●子どもにも大人にも豊かな心、健やかな身体が大切。心に余裕がない と互いの関わ りもうま く
いかないことがあると思 う。
へ
● 「中学生職場体験事業Jで の経験 を思い出 して、実際口動いた事業所 就職 してくれる生徒が
いた。かっこいい大人の背中を見せていきたい と思 う。
●現場の先生方と地域の コミュニケーションを取ることが大切。行事での先生方の姿は地域 にと
って印象的であるし、これか らも輪 を大切にしてい くことが肝要である。
●東中のす ぐ近 くに住んでいるのだが、最近特に東中生の多くの皆 さんが挨拶 してくださるよう
になつた。覚えてくれているんだなと思い とて も嬉 ししヽ
委員の皆様からは、上記以知 こも東中に対す る愛情、期待な どをひ しひしと感 じるご意見を数多 くいただ
「
べ
きま した。 この場をお借 りし改 めて感謝申し上げます。今後 も皆様の期待 に応 える く、学校 目標 輝 く命
生きる力Jの 実現 をめざし、教職員 一同力 を合わせ東中は前進 してまい ります。保護者の皆様、地域の皆様
の さらなる御支援 と御協力を賜 ります よう、お願い申 し上げま丸
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「可愛 い手作 リビーズ教室」第 3回 とうちやれ

7月 7日

(土 )

。1時 間 目で学習課題 に取
今回の 「とうちやれJは 「可愛い手作 リビーズ教室」
り組んだ生徒は、2時 間目はサイ コロ型 ビーズス トラップ作 りに挑戦 しま した。
講師は実行委員長 の神谷百合子先生。出来上が りをイ メージ し、色 とりどりの ビ
ーズをテ グス (糸 )で編み込みます。初 めての生徒には少 し難 しい作業 でしたが、

早くできた横山君は、神谷先生と共に後輩を手助けして廻つていました。皆、予定時間を超えて頑張りました
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この日は「七夕」
。東中の若き織姫、彦星たちの作品は、星の如く輝いていました 鮨刺瞬鏃コ
!

2年 生鎌倉校外学習

7月

司1日

(水 )

実行委員は、この鎌槍校外学習へ向けて体育祭の前から着々と均用をしてきました。調
べ学習の新間が廊下にも掲示されていますが、 とても効或度が高く仕上がりました。そん
な中、班長が投票で決まり、行程表作 り、会計予算書作 りをし、いよいよ鎌倉校外学習当
日を迎えま し,電 様々な観光名所や特虐物をどの班も楽 しめたようで、翌日の学校は鎌倉
の楽 しい話で持ちきりでした。また、鎌倉校外学習の後は以前よりもIIIの 絆が深まったと
思います この鎌倉校外学習は舘岩への第一歩であり、私たちはその第一歩を踏み出せた
と思います。舘岩も頑張つていきたいですl(鎌倉校外学習実行委員長 樋 回 期
会食サニ ビス

サ ッカー部

7月 14日

大仏の前 α シ ポーズ

(土 )

今月の会食サービスはサ ツカー部 1・ 2年 生、須長海拝留 くん、藤 田陽仁
億 汰 くん、小川叶太 くん、曾根遼斗 くんの 5人 が参加 しました。
くん、岡オ
当日は 「桃太郎」のス トー リー をア レンジし、赤鬼 と青鬼の友晴を描いた劇
を抜露 しま した。明1で は皆 さんが笑 つて くれた り、一緒に歌つていただいた
りして嬉 しかつた 0角 「皆 さんと一緒に仲良く食事をすることの知 刀さ、あ
い さつなどの礼儀が大切だとい うことを知ることができました」などの感想

〃駄 郎を熱演 したサッカー部の 5人

が寄せられま した。次回 9月 は、バ レー部が参加 しま丸

お知 らせ 1
【
中部地区運動会中学生実行委員の募集 について
中部地区体育振興会より、中部地区運動会の中学
生実行委員の募集があ りま したのでお知 らせ しま
九

2
3

開催 日時 :瀾戎30年 10月 7日
※雨天時は 14日 に順延
場所 :大 宮小引 交校庭
実行委員集合 :午前 7時 30分
申込用紙を配付 しますので、

(日

【
栄光を讃えて】
○第 15回 文部科学大臣杯
小・ 中学校囲碁団体戦埼 玉県大会 優勝
内田 陽 己
山本 直季
江草 浩員

)

i薇
さい。
募集の締切 は 9月 5日

全国大会で も頑張 つて くだ さい

(水 )で 丸
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