
 

 

 

 

 

 

 

 

「主体的に､前向きに､自己の生き方を考えていくために」 

校長 松岡 健 

 

 運動会が終わり、まだまだ行事の続く大賀郷中学校です。１０月１日は陸上記録会、４日駅伝選考

会、７日町民体育大会、１１～１２日中間テストと忙しい日々でした。特に大賀郷地区の町民体育大

会では、リレーをはじめとする各種目に中学生が多く参加してくれました。テスト１週間前にかかわ

らず、会場を盛り上げ、地域の方からもお褒めの言葉を多数頂きました。月末には、音楽会も予定さ

れています。 

 さて、そのような忙しい日々を縫うような形で、キャリア講演会が２度実施されました。生徒に自

分の将来を少しでも考えてもらおうと外部から講師の先生を招き、講演をおこなっていただきました。

講演内容等は以下のとおりです。 

 

〇9月 26日(水) 関 健作（せき けんさく）さん  写真家・ジャーナリスト 

・陸上競技ハードルでインターハイに出場したが、大学進学後、競技レベルの高さについていけず、

挫折を経験した。 

・大学卒業後、青年海外協力隊に応募し、行き先をブータンに指定し、その願いは叶う。しかし、英

検 2級の取得が義務づけられる。 

・英検取得のために、小学生と席を並べて勉強。時に白い目で見られることも多かったが、半年後に

英検 2級取得に至った。 

・ブータンには、体育の授業がなかった。道具もない。道具をつくるところから始まった。ブータン

の文化にも驚かされた。ブータンの近所は歩いて 4～5時間。 

・ブータンへの行き来で、多くの人たちと出会った。写真家になったのも、現在この仕事を続けてい

られるのも、人との出会い、縁が大きい。 

・これからの人生、必ず大きな壁がある。この壁をどう乗り越えるかで挫折が挫折でなくなる。時間

がかかるかもしれないけれど、諦めないでほしい。 

〇10月 10日(水) 関根 美咲（せきね みさき）さん イベントプロデューサー・町田市社会教育委員ほか  

・ひとつの仕事に固執しないで、複数をかけ持つフリーランスという形態がある。私は、現在７つの

仕事を並行して行っている。 

・メインでやっているイベントプロデューサーの仕事に必要な資質は、企画力、統率力、判断力、交

渉力などで、これらは幼い頃からの学校教育において培われることが多い。だから中学生のみなさん

には、プラス思考でいることや好奇心をもって積極的に挑戦することを心がけてほしい。 

・私の人生で大切にしていることは、５つある。「そこに愛はあるの？」「それは人の心を動かす

の？」「感動はあるの？」「誠実なの？」「真心はあるの？」これらを常に自分に問いかけながら生

きている。今はわからないかもしれないけれど、きっと何か気付く瞬間があると思う。 

 

お二人の話は、我々教員にとっても有益な話であり、これからの教育活動に生かされる確信をもち

ました。今後も大賀郷中学校では、外部から人をお招きして「キャリア・生き方」についての話をし

てもらう予定です。 

・進んで学習する人 

・礼儀を大切にする人 

・心身ともに健康な人 

＜教育目標＞ 

八丈町立大賀郷中学校 

平成３０年１０月２２日 



＊10 月 10 日夕方に行われました地域、保護者向け「キャリア･生き方」講演会にお集まり頂きありが

とうございました。リオデジャネイロ五輪出場の陸上選手、関根花観さんの子育て論を母である関根

美咲さんに展開して頂きました。娘さんは２０２０年東京五輪のマラソン出場を目指しています。花

観さんの次レースは、11月 25日のクイーンズ駅伝です。テレビでの中継も予定されていますので、応

援のほどよろしくお願いします。 

 

＊朝礼での校長講話概要です。ご家庭でも話題にしてみてください。 

・９月２５日全校朝礼「心遣い、気配りに感動しました」 

  運動会の片付けが終わった夕方、学校に電話がありました。地域の老人介護施設の所長さんでし

た。ある２年生の女の子が、敬老の日にあわせて自分で焼いたお菓子を差し入れしてくれたとい

うことでした。この生徒は、その施設で４月に職場体験をしたとのことですが、その心遣いや気

配りに嬉しくなり、学校に電話を入れました、との嬉しい報告です。 

・１０月２２日全校朝礼「家族と同じ職業へ向かって」 

  毎回の朝礼で３年生が自分の将来について、スピーチを行っています。今日のスピーチは、これ

からの八丈島の発展を願う部分と自分の父親と同じ仕事に就きたいという内容です。お父様が聞

いたら、涙すると思います。 

・１０月１５日全校朝礼「英語に親しむために」 

  東京グローバルゲートウエイという場所が９月にオープンしました。主に全国の学生が英語に親

しむための施設で、大賀郷中学校の生徒にも体験してもらえたらと考えています。ところで、み

なさんは急に外国の人に話しかけられたら対応できますか。 

 

 

 

今年の三原中での八丈管内陸上競技記録会は、一日順延となりや

や強い風の中で行われました。大中生は、風にのって多くの生徒が

個人記録を更新しました。さらに大会新記録を１つ、タイ記録１つ

を出すという好成績も収めました。 

【新記録】 １年男子 １００ｍ  船橋 真丈くん １１秒７ 

【タイ記録】３年男子 ４×１００ｍリレー     ５１秒４ 

     （船橋 真丈・浅沼 宝・佐々木友紀・浅沼 知樹） 

〔上記以外の各種目１位〕 

１年男子   １００ｍ 淺沼 直孝くん １４秒０ 

２年男子   １００ｍ 日吉 柊瑚くん １２秒９ 

３年男子 １５００ｍ 奥山  瞬くん ５分１秒９ 

２年男子 走り幅跳び 内藤 亜琉くん ４ｍ６１ 

３年男子 走り幅跳び 船橋 真丈くん ４ｍ８４ 

２年男子 ４×１００ｍリレー     ５３秒９ 

（川口 虎生・日吉 柊瑚・菊池 明博・小澤 礼弦）       

       

 

 

 

≪郷土料理教室のお知らせ≫  
１１月６日（火）の５・６校時（１３：１５～） 

３年生で郷土料理教室を行います。メニューは、ムロ 

節ごはん、かんも汁、ムロアジの揚げ物の予定です。 

八丈島の食材を使った料理、伝統的な料理のつくり方を 

学び、文化を継承することを目的としています。保護者 

の皆さんもエプロンを御持参いただき、生徒と共に学び 

ませんか。遠慮なくご参加ください。大歓迎です。 

桃組担任 小池 清香教諭 

退職のお知らせ 

去る１０月１４日（日）をもちま

して、健康上の理由により退職いた

しました。特別支援学級の生徒・保

護者の皆様をはじめ、多くの皆様に

ご心配をおかけしました。 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆HP「大中日記」毎日更新しています。 

日々のタイムリーな話題を載せて 

いきます。 

ぜひご覧ください。 

◇生徒会役員選挙 ９月２７日（木） 

 ２年生が学校の中 

心となる後期を迎え、 

生徒会の役員もバト 

ンタッチしました。 

 八丈町役場から記 

載台と投票箱をお借 

りして、投票を行い 

ました。 

 

◇１年お魚教室 10 月 15 日(月) 
 梅・桃・桜組合 

同でチャレンジし 

ました。１人１匹 

ムロアジをさばき、 

つみれ汁とから揚 

げを作りました。 

上手にさばき、美 

味しくいただくこ 

とができました。 

 

 

◇キャリア講演会 ９月２６日（水） 

 八丈町研究奨励校と 

して「キャリア教育の 

充実」をテーマに研究 

しています。写真・ジ 

ャーナリストの関 健 

作氏にご講演いただき 

ました。 

◇あいさつ運動  １０月４日・2５日 

 社会福祉協議会の 

方と共に新生徒会役 

員があいさつ運動を 

実施しました。着ぐ 

るみを貸していただ 

いて、早朝から笑顔 

のあいさつが交わさ 

れました。 

◇生徒総会  １０月１９日（木） 

 ２年生が中心とな 

って、新役員・新委 

員長による生徒総会 

が開かれました。 

すべての提案が承認 

されました。生徒会 

でユニセフ募金を始 

めます。保護者・地域の皆さん御協力ください。 

◇ ２年八丈高校訪問 ９月２８日・１０月５日 

今年度から２年生 

が、進路指導の一環 

として、都立八丈高 

校の説明会に参加し 

ました。高校授業の 

様子や多くの施設を 

見ることができまし 

た。３年生は１０月１２日（金）に訪問しました。 

◇太鼓教室 ９月２5 日/１０月１6 日 

 今年も太鼓教室が 

始まりました。３年 

生は学習発表会で披 

露します。自分の技 

を磨き、八丈島の伝 

統文化である八丈太 

鼓を自分のものして 

ください。 

◇キャリア講演会 ９月２６日（水） 
 フリーランスという 

７つの仕事をかけもつ 

働き方、「あたなにや 

ってほしい」という期 

待に応えることから仕 

事ができる生き方を学 

びました。夕方は保護 

者・地域を対象として 

「アスリートの母」をテーマに講演会が行われました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月 

２３日（火） ３年保育実習 

２６日（金） 音楽会予行①～③ 

２８日（日） 音楽会 

１１月 

１日（木） １年職場訪問⑤⑥ 

２日（金） 振替休業日 

 
３日（土） 大賀郷小運動会 

５日（月） 
大小交流週間（５～１６日） 

学校公開週間（５～９日） 

 
６日（火） ３年郷土料理教室⑤⑥ 

７日（水） ＳＡＳ（体力向上）研究発表会 

８日（木） 八丈太鼓⑤⑥ 

１２日（月） 
１年歯科講話②  

２・３年ふれあい天文学⑤⑥  

１３日（火） ２年読み聞かせ交流③④（大小にて） 

１４日（水） 町教研研究授業⑤（１家・２理・３英） 

１５日（木） ３年中学生議会 

１７日（土） 土曜授業日 ほうべい会（グランドゴルフ

大会）   
１８日（日） 東京都中学校駅伝大会（荒川河川敷）  

２３日（金） 学習教室  ＊勤労感謝の日  

２７～２９日 期末考査 

Ｐ連卓球練習 

のお知らせ 

１２月２日（日）の

Ｐ連卓球大会に向け

て練習をしていま

す。毎週月・水曜日

１９：３０～２１：３０

までです。多くの参

加をお待ちしていま

す。 

 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日 
１０月２4 日（水） 

      ３１日（水） 

１１月 ７日（水） 

１４日（水） 

   ２１日（水） 

   ２８日（水） 

相談をご希望の方

は、副校長までご

連絡下さい。 

 大中グリーンキーパーズ（芝生管理事業）のお知らせ 

３月から１０月まで第３土曜日の芝生の草取りに多くの生徒・

保護者・地域の皆様にご参加いただきました。おかげさまで、

元気で綺麗な芝生を維持することができました。本当にありが

とうございました。次回は、しばらく休んで３月１６日（土）

となります。よろしくお願いします。 

第３回 

運営委員会 

１1月５日（月） 

１９：００～ 

於 ミーティングルーム 

よろしくお願いします。 



 

 


