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令和４年度がはじまり，早２か月が過ぎようとしています。修学旅行を２年生は，５月２
３日（月）～２５日（水）に修学旅行を無事終えることができました。木屋平中学校と合同
での実施に向けて，事前に交流学習に取り組んでいたため，最初から互いに打ち解け合って
大変楽しく充実した２泊３日となりました。また，一旦延期としていた３年生につきまして
も６月３０日（木）～７月２日（土）に延期前と同じコースで実施をすることが決定しまし
た。あらためて，事前準備をしっかりと行い，楽しみにこの１か月を過ごしていってくださ
い。
さて，４月２４日（日）のＰＴＡ学年部会でも，子どもたちがインターネットやスマート
ホンを安全に利用できるようご家庭でのご協力をお願いしたところですが，５月１８日（水）
にインターネット・スマホ安全利用教室を開催いたしました。講師の美馬警察署木村警部補
から，インターネットは生活を便利で豊かにしてくれる大変便利なツールであるけれども，
反面様々な危険性が潜在している。中でも，犯罪被害に遭う児童・生徒が年々増加しており，
令和に入っては全国で平均２０００人弱（その内３５％が中学生）にのぼるとのこと。特に
ＳＮＳの利用においては，子どもたちが被害者となるだけではなく，加害者となってしまう
事例も多いことや，不適切な投稿による炎上で大きな代償を支払わなければならなくなると
いったこと等について，お話していただきました。そして，このようなトラブルや被害者・
加害者になってしまうことを避けるためにも，ＳＴＯＰ（一旦，立ち止まる）
，ＴＨＩＮＫ
（影響を調べ，考えてみる）
，ＣＯＮＮＥＣＴ（安全だと判断した上で利用し楽しむ）の３
つのキーワードを忘れないこと。さらに，少しでも危険性を少なくするためにもフィルタリ
ングをしておくことが重要であると教わりました。今回の学習が今後の生活に十
分生かされるよう，各家庭においても，今一度インターネット（特にＳＮＳ）の
使い方（ルール等）についてお話し合いくださいますようお願いします。
三島中学校長 寺西昭人

【６ 月の行事予定】
１日 （水）尿検査（一次）
３日 （金）１学期 中間テスト
５日 （日）参観授業，ＰＴＡ研修（救急救命法），教育実習（～１７日）
６ 日 （月）代休
７日 （火 ）心電図（１年），短縮日課
８日 （水 ）短縮日課
９日 （木 ）総体壮行会，短縮日課，尿検査（予備）
１０日 （金 ）西部ブロック総体
１１日 （土 ）西部ブロック総体
１２日 （日 ）西部ブロック総体
１８日（土）西部ブロック総体（予備日）
１９日（日）西部ブロック総体（予備日）
２４日（金）教育委員会学校訪問，ノー部活デー
２７日（月）集金引き落とし日
３０日（木）修学旅行（３年生～２日まで），尿検査（二次）

＜１年生＞

ますます

輝いています１年生！

おいしそうに給食を食べる横顔
朝読の時間に集中して本を読んでいる横顔
一生懸命，汗を流す部活動
楽しそうに過ごす休み時間の笑い声
ていねいに掃除をする姿
自分に任された仕事はもちろん
休んでいる人の分も，進んでしてくれます。
・・・みんなの笑顔が輝いています。
梅雨時期の６月も，しっかり頑張っていきましょう！
みんなの日記から
・音楽が４時間目にあり，今日は校歌を歌いました。歌詞もほとんど覚えました。次
からは，音の高さや強さに気をつけて歌いたいです。
・体力テストがありました。シャトルランと握力をはかりました。シャトルランは６
年生の時より結果が伸びていませんでした。でも，握力は少しだけ伸びていました。
次の５０ｍ走も頑張りたいです。
・今日の「スマホ安全利用教室」の講演で，自分が被害者になることはありそうだけ
ど，加害者にもなりかねないと聞いて驚きました。いつかスマホを持つ時がくると
思うけど，その時には，一度立ち止まって考えて安全に楽しみたいです。
・今日は席替えをしました。中学生で初めての席替えでわからないこともあったけど，
今まで隣になったことがなかった人となれてよかったです。
〇来たる！中間テスト！！
６月３日（金）に中学生になって初めての中間テストがあります。緊張しすぎる
ことなく，計画的にテスト勉強に臨んでほしいと思います。
〈テストに向けての心がまえ〉

①範囲表をもとに，授業中，先生方が「ここは大切！」と言ったところを必ずチェックし，
覚える。
②範囲になっているワーク･プリント類を，必ず解く！
③苦手な問題こそ，克服のチャンスです。
④最後まであきらめず，テスト問題に取り組む。
⑤テスト本番では，解答を全部書き切った後，もう一度見直しをする。
学問に王道なし
勉強は，毎日のこつこつとした地道な取り組みこそが，大切である！

保護者の皆様へ
日頃の本校教育活動へのご理解，ご協力に心から感謝申し上げます。６月に入り，１年生で
初めての中間テスト，西部ブロック総体なども予定されています。体調管理をしつつ，目標を
持って取り組むよう，ご家庭でも言葉がけをよろしくお願いいたします。

＜２年生＞
5月23日から25日の日程で「修学旅行」に行ってきました。3日間とも晴天で
最高気 温が 出るほ ど暑 い日も あり まし たが， お土 産（話 ）に 思い出をいっ ぱい詰
め込ん で， 全員無 事帰 ってく るこ とが できま した 。どの 場面 においても， 目を輝
かせて 活動 したり ，話 を聞い たり して いる姿 が印 象的で す。 さて，みなさ んと生
活して いて 感心す るの は，級 友を 温か く見守 り， 自然に サポ ートし合えて いるこ
とです 。そ んな姿 は， 修学旅 行中 にも 見られ まし た。あ たた かい人間関係 ってほ
っとし ます ね。そ して ，たく さん の人 を笑顔 にし ていま す。 旅行中も，ガ イドさ
んや， 添乗 員さん から 何度も 何度 も「 ほっと させ てくれ るク ラス・あたた かいク
ラスですね。私たちも楽しいです。」と笑顔で話してくださいました。こんなみな
さんだから，学びが広がり，深かめるためのチャンスをいただけるのかな？また，
次に向けて頑張りましょう！

～修学旅行にて～「ここで一句」

＜３年生＞
今月 開 催さ れ る西 部 ブロッ ク総 体で は，２ 年２か 月間 の練 習の 成果が 十分発 揮
できる ように ，体 調管 理を心 がけ ，チー ムメ イトと コミ ュニ ケーションをし っか
り取っていきましょう。目指せ県大会!!
３日には中間テストがありますね。Rome wasn’t built in a day.（ローマ
は一日にしてならず。）テスト結果は大切ですが，それに一喜一憂するよりも，「テ
ストに向けて学習を積み重ねること」「テストでできなかったことを次はできるよ
うにすること」が最も重要です。I believe that you can do it!
みなさん，受験生の自覚はありますか。折りにふれて自分の学習を見直しましょう。

①睡眠時間の確保
睡眠が大切です。負のサイクルに陥らないようにしよう。
睡眠不足 → 体がだるい・ぼーっとする → 授業中眠たい・集中できない
↑

堀尾だよ 松江城では わしが一番
松江城にて
水槽で たくさん泳ぐ サメ可愛い
アクアスにて
温泉に 入った途端 ツルッとね・・・
玉造温泉，松ノ湯にて
幸運ぶ 『海のカナリア』 超カワイイ!!
アクアスにて
松江城 あなたに問う おおほりお
松江城にて
銀山の ふもとに広がる 歴史町
石見銀山にて
ぺんぎんが泳いでいるよたのしそう
アクアスにて
チンアナゴ ウミガメクラゲ カメレオン
アクアスにて
美人の湯 お湯がトロトロ 最高だ(*⌒▽⌒*)
松乃湯にて
シロイルカ 頭も体も 柔らかい
アクアスにて
タイマンの UNOは究極の 心理戦
ホテルでのUNOにて
階段を のぼっていくと 何もない
世界遺産センターの横にて

保護者の皆様へ
日頃の本校教育活動へのご理解，ご協力に心から感謝申し上げます。修学旅行の際には
朝からのお見送り，到着時間が遅れてのお迎えなど有り難うございました。無事終えるこ
とができほっとしています。私にとって山陰への修学旅行は初めての事でしたが，行く先
々で温かい歓迎や出会いがあり，充実した3日間となりました。6月5日（日曜日）の参観
日に全員が修学旅行について発表する事になっています。是非見にきて頂けたらと思います。

負のサイクル

↓

学習意欲の低下・思うように学習が進まない ← 部活動でも体がだるい
②家庭学習の時間を確保（ふりかえり手帳に計画をしよう！）
「ふりかえり手帳」に毎日の学習時間を記せていますか。家庭学習が習慣付いて
いる人とそうでない人がいます。まずは宿題（５教科のテキスト）をきちんとする
ことが必須です。その次は弱点克服！
③学習の質を向上させる
「知らなかっ たことを知る 」「分から ないことを分 かるようにす る」「新しいこ
とを生み出す」，それが学習です。②で確保した学習時間で何となく学ぶのではな
く，知らないこと・分からないこと・新しいことをを追求して学習の質にこだわっ
てください。
３年生総合的な学習の時間 ４つのテーマ
①戦争について学ぶ ②SDGｓ ③プロの職業人から学ぶ ④進路選択に向けて
「プロの職業人から学ぶ」（キャリア教育）では，これまで花屋・管理栄養士・
広告会社の方々と交流し，体験学習も行ってきました。今後もミュージシャン・
映画監督・CM制作会社・歯科医・動物医等の方々と交流する予定です。社会の
さまざまな分野で活躍する大人から，人生を豊かに生きるアイディアや進路決定
のヒントを得ましょう。

