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校長 濱 本 賢 一

ずっと前の話になりますが、生徒に「地球より重いものは何だと思いますか？」と聞いたところ、
「わからないです」とか「そんなものないと思います」という答えが返ってきました。「それは命
です」と言うと「うーん」「なるほど」と返ってきたのを思い出します。最近、世界的にも、社会
的にも「人の命」が軽く考えられていることが多いと感じています。
そのような中、５月11日、地震を想定しての防災訓練が行われました。全体的に、先生方の指

示通りに、スムーズに素早く行動していました。ただ、待機場所に早く集合した際も私語なく集中
して待つ必要性も感じました。私の方から生徒の皆さんに、次のようなお話をしました。

地震などの災害はいつ起こるかわかりま

せん。授業中に起こるかもしれないし、休

み時間かもしれません。また、家にいる時

かもしれませんし、買い物をしている時か

もしれません。さらには、夜中、寝ている

時に起こるかもしれません。

一番大切なことは、命を守ることです。

かけがいのない、たった一つの自分の命を

守ることです。学校で地震が起こった時に

は、大勢の人がいますから自分勝手な行動

をとると多くの被害が出ます。

避難時に重要な「お・は・し・も」を知

っていますか。「お」は「押さない」、「は」

は「走らない」、「し」は「しゃべらない・

私語をしない」、「も」は「戻らない」です。

いざという時に、皆さん全員が、この「お

・は・し・も」を守り、冷静に行動できる

ようにしてほしいと思います。

最後に、まだまだコロナの感染拡大は予断を許さない状況です。引き続き、マスクをしっか

りとつける、手洗いをする、換気を行う、密にならないようにするなど、一人一人が意識し、

自分の命、他人の命を守ることを強くお願いし、お話を終わります。

自分自分のの命命をを守守るる
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５月12日から19日にかけて、生徒と担任
との教育相談が行われました。これまでの
学校での学習や生活、友人関係や部活動な
どについてお話をしました。子どもの話を
しっかりと聴いて、良いところや頑張った
ところは認めて、褒めて、課題となってい
るところは改善するように伝えたところで
す。ご家庭でも、どんな話をしたのか話題
にしていただければ幸いです。
保護者、生徒、担任との三者懇談につい

ては夏休み前、７月12日から20日にかけて実施する予定ですので、よろしくお願いいたします。

最後になりますが、保護者・地域の皆様、日頃より本校の教育活動にご理解・ご協力を賜り、誠
にありがとうございます。５月27日(金)には、３年ぶりに全校生徒による体育大会を行う予定でい
ます（保護者のみの参観になりますのでご理解願います）。是非、お越しいただき、お子様の頑張
りに温かいご支援・励ましを賜りますよう、よろしくお願いいたします。

大曲中体育大会大曲中体育大会
2022.5.272022.5.27

今年度の生徒会テーマは「～めぐる。～」
・努力はめぐりめぐって自分のためになること
から、努力を継続できる大曲中にしたい。

・思いをめぐらせ、人との繋がりを大切にでき
る大曲中にしたい。

・相手を思う行動は、いつか自分にもめぐって
くる。思いやりをもって人に接する大曲中に
したい。

こんな思いが、このテーマには込められていま
す。半年前に決めたこのテーマに基づいて、生
徒会活動だけでなく、学校生活も行われていま
す。
また、体育的行事は、運動に親しみ、体力の

向上に積極的に取り組もうとする態度を養うこ
とが目的とされていますが、もう一つ、他者と
協力して（集団で）行動することができるよう
に、という目標もあります。
５月27日(金)、久しぶりに３学年がそろった

体育大会を計画しています。

27日(金)体育大会の流れ

8:00～ 生徒登校
8:25 椅子をもってグラウンドに

8:40～ 開会式

8:55～ 玉入れ①→②→③

9:45～ ①曲中ウエーブ

②大縄跳び

③呼ばれて飛び出て
ジャジャジャジャーンプ

10:50～ 学級全員リレー①→②→③

11:45～ 閉会式、学級写真撮影

12:35～ 給食

13:25～ 反省・学活

14:15～ 後片付け、下校

◆当日の競技時間は、

天候や生徒の状況に

よって、多少前後す

る可能性があり

ます。予めご了承

ください。
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スマホ・ケータイ安全教室

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・SNS上ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・SNS上にに
個人情報個人情報をを
書いてしまっては書いてしまっては
いませんか？いませんか？
４月27日(水)、KDDIの方を講師にお迎えし、

SNS上で起こっているトラブル事例や自分の身
を守る方法について、学年ごとに安全教室を行
いました。同時に、人権擁護委員の方にもお話
いただき、相手の気持ちを考え、思いやりの気
持ちをもつことが大切であることを、全校で再
確認しました。

◆個人情報とは？
個人情報とは、個人を特定することのできる

情報のことをいいますが、名前や住所、顔写真、

電話番号だけが個人情報ではありません。イン

ターネット・SNS(ｿｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ)上で
は、次のような情報を組み合わせることで、そ

の人がだれかを特定することだってできるので

す。

学校の情報（学校名、学年、クラス、

出席番号、部活動など）

連絡が取れる情報（メールアドレス、

LINE ID、QRコードなど）

自宅や学校の周りを写した、場所を特定され

るかもしれない写真

◆個人情報を書いてしまうと…
個人情報をインターネット上に書いてしまう

ことで、なりすましやイタズラメールなどの被

害にあう可能性があります。ネットストーカー

につけられ、実際にケガを負わされた事件もあ

るのです。

◆気をつけるポイント
「個人情報をインターネット・SNSに書かな

い」「個人情報を聞かれても教えない」という

ことはインターネット・SNSを安全に使う上で

の基本です。自分の個人情報だけではなく、友

達の個人情報にも気をつけましょう。

もちろん相手を傷つけようとしたり、法を犯

そうとする人が悪いのですが、あなたが持って

いる携帯端末は、それが簡単にできてしまうも

のだということ。そして、それを持つというこ

と＝責任を持つことでもあることを強く自覚す

ることが大切です。

今後、あなたが被害者にも加害者にもならな

いためにも、正しい知識とモラルを身に付けま

しょう。
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図書館オリエンテーション

読書の効能読書の効能
１ 知識の広がり
「本が読める」というのと、「自分から読書を

する」というのとはまったく違います。読んで
いる人と読んでいない人では、差が生まれます。
単に知識の広がりだけでなく、知識欲に差が出
るのです。テレビやラジオなどと違い、文字を
読むという行為は能動的でなことですから、習
慣として身につけることが、さらに自分の能力
を伸ばしていくのです。

２ 文章に対する理解力の発達
文章理解というのは、あらゆる場面で行われ

ますが、この理解力が育つことは、学校におい
ては各教科に表れ、社会人になれば、日々の仕
事の成果や達成時間にも影響します。情報のイ
ンプットの差は、目に見えなくても大きな違い
になっていくのです。

３ 表現力の向上
人と人との関わりの中で、自己を表現するの

は大変重要なこと。言葉、言い回しを知ってい
るということはとても大切なことなのです。そ
して、表現のＴＰＯをわきまえるためには、読
書は実に効果的です。

４ 心の成長
読書というのは、自分の体験していないこと

を体験できる、素晴らしいことだと思います。
主人公とともに、喜怒哀楽を感じることで、よ
りよい性格、行動、そして生き方を知ることが
できます。感情が豊かになり、そのコントロー
ルの方法を知り、人生のさまざまな場面で気づ
かないうちに応用することができます。

６月の行事予定６月の行事予定
日 曜 活動予定

１ 水 会議日
２ 木 SC 街頭指導、PTAあいさつ運動

1年耳鼻咽喉検査
３ 金 尿検査②
４ 土

５ 日

６ 月 2年歯科検診 部活動優先週間
７ 火

８ 水

９ 木 SC 壮行会
10 金 市内中体連
11 土

12 日

13 月 ﾃｽﾄ前学習週間
中学校区家庭学習教科週間

14 火 会議日
15 水 放課後学習会

中学校区ノーメディアデー
16 木 定期ﾃｽﾄ① 会議日
17 金 定期ﾃｽﾄ②
18 土

19 日

20 月 1年歯科検診
21 火 放課後学習会
22 水 会議日
23 木 SC 2年宿泊学習
24 金

25 土 管内通信陸上
26 日

27 月 平和を考える週間
28 火 生徒委員会
29 水

30 木 放課後学習会

◆心の相談員（６月の予定）
１(水) 12:30-14:30 20(月) 9:30-12:30
３(金) 9:30-14:30 22(水) 9:30-14:30
８(水) 9:30-14:30 24(金) 12:30-15:30
13(月) 13:00-16:00 27(月) 9:30-12:30
15(水) 9:30-14:30 29(水) 9:30-14:30
17(金) 9:30-14:30


