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「日常の充実があっての、行事の成功」
日吉小・中学校

校長

小栗

茂

ヤマボウシ（山法師）の真っ白い花が美しい頃となりました。ヤマボウシは、幹には粘りがあり
固いことから、古くから木槌や水車の歯車等の器具材として用いられ、私たちの生活とも深く関わ
ってきた樹木です。花言葉は「友情」。まさにこの時期、小・中学校では、宿泊体験学習において、
「絆」や「友情」等のキーワードを掲げ、子ども同士の関係づくりを進めています。
「友情」につい
て、実感をもって学習できる大変よい機会です。子どもたちは、各体験学習のスローガンに向け、
自分の役割を果たすこと、仲間と共によりよく集団生活を実践することを目指します。その学年で
しか経験できない、一生に一度の貴重な体験学習です。
これまでに、中３「東京研修」、中２「日間賀島研修」、中１「乗鞍研修」、小６「修学旅行」、小
５「自然の家研修」を実施しました。どの学年も、４月からの取組の成果が、研修を進める姿によ
く見え、それぞれに大きな成果を収めました。ここでは、私が引率しました、中２と小５の研修に
ついて報告します。
中２「日間賀島研修」は、昨年度の「乗鞍研
修」に引き続き、三校合同（本校、瑞陵中、釜
戸中）で実施しました。一年後には瑞浪北中学
校３年生となる、三校の２年生が活動を共にし
ながら、瑞浪北中のメンバーとしての決意を持
つことを願いました。本校１5名を含め、三校
生徒１０７名の大きな集団。昨年度の「乗鞍研
修：三校合同合唱」において、本校生徒は、１
００名を超える同学年の中で歌う「合唱の素晴
らしさ」を味わうことができました。今回も子
どもたちは、昨年度以上の手応えを感じることができました。浜辺での三校合同合唱。「アルトの声
に包まれて歌えて気持ちよかった」、
「ソプラノの声の高さに驚いたけど、歌い切れてよかった」、
「迫
力! 周りから声が聞こえてきて歌いやすかった」等、大きな集団の中で合唱する意味を、昨年度以上
に感じ取ることができた子どもたちでした。また、日間賀島ならではの「漁船の試乗（クルージン
グ）」、「魚のつかみ取り」、「民宿の方との語る会」からは、漁業と観光の両立による、島の人々の努
力と苦労、生き甲斐等を学ぶことができました。今の自分自身を見つめたり、今後の生き方を考え
る貴重な機会となりました。
小５「自然の家研修」は、日吉小１４名・明世小２３名、合計
３７名で、春日井市にある「少年自然の家」で実施しました。こ
の学年は、４年生時の社会科見学も合同で行い、すでに関係づく
りが進んでいます。当日は、各学校単位で、トレッキング（弥勒
山437ｍ）や野外炊事（カレーライス）、クラフト体験（焼杉の
壁掛け）を行ったりと、貴重な体験ができました。各場面では、
各校代表者が司会を行い、合同で研修する意味や、各自の主体性
や協調性等の大切さについて語ることができました。合同でのキ
ャンプファイヤーでは、「点火の儀式」の後、「火の祭り」で各校
の出し物を披露したり、児童全員と引率者が踊りをしたりして楽
しく過ごすことができました。２年後、瑞浪北中で一緒になるメ
ンバーとしての関係づくりがさらに進みました。
どの学年も、研修へ行く前から、日常の取組（あいさつ、時間、呼びかけ等）を充実しようと努
力してきました。その成果を、学校を離れた研修場所でも、よりよい姿として表すことができまし
た。大きな価値があります。研修後も、授業や掃除等「日常の取組の充実があっての、行事の成功」
を心に置いた生活・学習ができるよう、子どもたちの成長を見守っていきます。ご家庭でも話題に
していただき、お子さんの思いや考え方、行動の仕方等に見えるよさを認め、励まし、ご指導をお
願いします。

「目指せマイスター」 職業講話

５月１４日

日吉中学校

日吉町在住の左官マイスター小倉道生さん
（株式会社小倉左官店代表）と広告美術仕上
げマイスター柴山滋さん（友宏社代表）によ
る職業講話がありました。仕事をすることの
誇りと自信が伝わってきました。
左官では，一人一人が壁塗り体験をし，職
人の技のすごさを身をもって体験しました。
美術デザインでは，マイスターの指導の下，
表札作りに挑戦しました。
＜柴山マイスター＞

＜小倉マイスター＞

登下校・自転車乗りのプロになろう
交通安全教室・自転車教室

５月１１日
日吉小学校
多治見警察署と瑞浪市生活安全課の皆さんに，横断
旗の使い方や横断歩道の渡り方を見ていただき，指導
をしていただきました。また，自転車に乗る時の約束
や交差点を安全に横断する時の注意することを学びま
した。教えていただきありがとうございました。

修学旅行

一人一人が
成長した
宿泊研修

乗鞍研修

小学６年生

６月１日（金）～２日（土）
金ピカの金閣寺や大
きな大仏様を見て感動
しました。
奈良公園内にいた鹿と
もふれあいました。

中学１年生

５月２４日（木）～２５日（金）
協力、責任、時間行動を意識して研修に臨み
ました。仲間を思いやる行動が学級のみならず
３校の輪を深めることにつながりました。キャ
ンペーンの成果が発
揮されました。
発声練習やリハー
サルを合唱委員や部
屋長の働きかけで他
校の集合前に行う等，
日吉の誇りを自覚し
た活動ができました。
＜カブト山山頂で＞

３校で歌った｢とびだそう未来へ｣は圧巻でした。

東京研修

中学３年生

５月３０日（水）～６月１日（金）
東京でしか
体験できない
場所，体験が
心に残りまし
た。
班別研修で
は，時間行動
の大切さを改
めて学びまし
た。
＜国会議事堂前で＞
築地では，
商品を運ぶた
めに場内で使
用する乗り物
（ターレー）
に乗る，貴重
な体験ができ
ました。
＜築地市場でターレーに乗る＞

寿大学のお年寄りと
マレットゴルフで交流
５月３１日（木）

三味線で校歌演奏
６月５日（火）中学２･３年生

中学１年生

今日は私にとって初
めてのマレットゴルフ
でした。最初はコツが
つかめなくて８打とか
６打とかばっかりでし
たが，小栗さんと玉木
さんのアドバイスのも
とやってみるとたくさ
んすぐに入るようにな
りました。また，すぐ
に入ると「上手になっ
たね」や「すごい」などと温かい言葉を掛けてくださっ
たのでうれしかった
です。また，雨が降
り体が冷えている時
に，温かいカレーを
作ってくださいまし
た。おかげで心も体
も温かくなりました。
今日は本当にありが
とうございました。
（山田純萠さん）

資源回収

閉校記念歌舞伎公演に向けて，始動
しました。
音楽の和楽器の授業で２年生３年生
が三味線に挑戦しました。三味線の持
ち方構え方，弦の押さえ方，ばちを使
った弦の弾き方を美濃歌舞伎博物館館
長の小栗幸江さんに指導していただき
ました。最初は，三味線の持ち方もま
まならなかった２年生も，２時間後に
は，ばちを上手に使い曲を演奏するま
でになりました。歌舞伎公演での三味
線演奏も楽しみになりました。

５月２０日（日）

地域の皆様の協力で，資源回収ができました。おかげさ
まで，多くの収益金を上げることができました。児童生
徒の活動の奨励，学校環境の整備のために有効に活用さ
せていただきます。ありがとうございました。
資源回収収益金
２４１,６６５円
資源回収事業奨励金 １４６,７４５円
収益合計
３８８,４１０円
次回は１１月１８日（日）８：３０～
＜雨天の場合 １２月２日（日）＞

命を守る訓練 引き渡し訓練

５月２３日（水）

地震対応でしたので，建物から
離れた運動場を避難待機場所とし
て実施しました。天候も心配され
ましたが，引き渡し開始から１時
間以内に完了できました。保護者
様への依頼通り，「１５：３０以
降のお迎え」があり，スムーズな
引き渡しの訓練ができました。保
護者の皆様の理解と協力に感謝い
たします。

【６月･７月の主な行事予定】
＜小学校 ６月の行事予定＞
５日(火) 学費引き落とし ﾌﾟｰﾙ掃除
７日(木) クラブ
８日(金) ５年生歯磨き大会
１１日(月) 歌声集会
１２日(火) 午前授業(給食有り)
１３日(水) 日吉中閉校記念航空写真撮影
１４日(木) ２年生町探検
１５日(金) 登校指導 プール開始
１６日(土) 親子で始めるお手伝い(～２２日)
１７日(日) 瑞浪市主張大会
１８日(月) 授業参観，救命救急講習会(１年２
年保護者)，講演会，学級懇談会
１９日(火) 市民図書館読み聞かせ
歯みがき指導(１年３年４年)
２０日(水) クラブ
２１日(木) 中学生読み聞かせ(～２２日)学校
保健安全委員会，幼小中連携会議
２５日(月) SC来校
２６日(火) 教育長訪問16:00下校
２７日(水) 委員会
２９日(金) 分団長報告会
＜小学校
７月の行事予定＞
２日(月) 第Ⅲ期全校集会 風の子行事
５日(木) クラブ PTA評議員会2
学費引き落とし
６日(金) はみがき指導(２年５年６年)
９日(月) SC来校
１１日(水) 委員会
１３日(金) 登校指導 分団会 ワックスがけ
１６日(月) 海の日
１９日(木) クラブ
２０日(金) １学期終業式(給食有り)13:30下校
２２日(日) 日子連デイキャンプ
２３日(月) 地域奉仕作業
２９日(日) 日吉町夏祭り・PTA本部役員会

＜中学校 ６月の行事予定＞
５日(火) 学費引き落とし
７日(木) 歯科健診 北部中学校３校合同本部役員会
１１日(月) 期末テスト(～１２日) 残量調査(～１５日)
１２日(火) 午前授業(給食有り)
１３日(水) 閉校記念航空写真撮影
１４日(木) 家庭教育委員主催高校見学会
１５日(金) 登校指導
プール開始
※教科書展示会＜中学校特別な教科道徳＞～２８日（市役所４階)）
１６日(土) 親子で始めるお手伝い(～２２日)
１７日(日) 瑞浪市主張大会 中体連東濃大会(水泳)
１８日(月) 授業参観・講演会・学級懇談会
１９日(火) ２年職場体験学習(～２０日)
２１日(木) 学校保健安全委員会，幼小中連携会議
小学生への読み聞かせ(～２２日)
２５日(月) SC来校
２６日(火) 教育長訪問 16:00下校
２８日(木) 団色決め集会
２９日(金) 中体連壮行会
３０日(土) 中体連市大会１日目(軟式野球，ソフ
トボール,卓球，剣道，ソフトテニス)
＜中学校
７月の行事予定＞
１日(日) 中体連市大会２日目(軟式野球,ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ)
２日(月) 振替休業日
３日(火) 第Ⅲ期全校集会
５日(木) 学費引き落とし PTA評議員会2
９日(月) 第Ⅱ期生徒集会 ＳＣ来校
１２日(木) １年サイエンスワールド（弁当）
１３日(金) 登校指導 分団会
１４日(土) 中体連県大会(新体操)
１６日(月) 海の日
１７日(火) ＳＣ来校
２０日(金) １学期終業式(給食有り)16:00下校
２１日(土) 中体連東濃大会(軟式野球,剣道,野球,
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ,ｿﾌﾄﾃﾆｽ)
２２日(日) 中体連東濃大会(軟式野球)
２３日(月) 地域奉仕作業 課題達成週間(～27)
3年生三者懇談(～25)
２９日(日) 日吉町夏祭り 本部役員会

＜教育相談のご案内＞
昨年度に続き、二村元康カウンセラーの勤務となります。年間１５回来校されます。
月曜日勤務です。児童生徒も保護者も相談を受けられますのでご利用ください。詳しくは学校まで。

日吉中学校最後の中体連大会 閉校記念となる輝かしい成果をめざし，チーム日吉の活躍に期待！
中体連日程

瑞浪市大会
6/30(土)

軟式野球部 瑞浪市民球場
6/30(土),7/1(日)
ソフトボール部
ソフトテニス部
卓 球 部
剣 道 部
水

泳

新体操

瑞浪南中学校
6/30(土),7/1(日)
瑞浪市民テニスコート
瑞浪市民体育館
瑞浪市民体育館

東濃大会
7/21(土)7/22(日)
苗木公演野球場，
土岐市営大徳原球場，
土岐市活動センター
瑞浪南中学校

岐阜県大会

岐阜ファミリーパーク球場
各務原市民球場
7/27(金)～29(日)
揖斐川健康広場
7/28(土)，29(日)
瑞浪市民テニスコート
瑞浪市民テニスコート
中津川市営ｻﾝﾗｲﾌ体育館
東美濃ふれあいセンター
まきがね公園体育館 7/21(土） せきしんふれ愛アリーナ
7/28(土)，29(日)
麗澤瑞浪中学校 6/17(日） GMC長良川スイミングプラザ
7/25(水)～27(金)
GMCふれ愛ドーム 7/14(土)

