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＜目指す生徒像！＞

思いやりあふれ、よく働く生徒（徳） 真剣に学習する生徒（知） たくましく生きる生徒（体）

①友達を大切にする ②元気にあいさつする ③進んで掃除する ④時間を大切にする

7月を迎え、夏季休業日まで3週間となりました。５月から６月は、天候に恵まれ絆の深まっ

た1年生宿泊学習、中学校生活最高の思い出となった3年生修学旅行、職業観や勤労観を養

うことができた2年生職場体験、まさに行事で成長することができた５月・6月となりました。

また、7月は進路保護者会、高校説明会と3年生にとっては大きな行事を控えています。連日

暑い日が予想されますが、生徒の皆さん一人一人が健康管理に留意して、一つ一つの行事、

一日一日の学校生活を充実したものにし、1学期を締めくくって欲しいと願っています。

「人権感覚とは・・・」 山王中学校家庭教育学級より
6月6日の山王中学校ＰＴＡ家庭教育学級で「人権問題を解決しよう」をテーマに人権教育

の講演会を行いました。本校でも大切にしていることに「思いやりの心」を身につけることが

あります。日頃から仲間の良いところをたくさん見つけ、それを伝えることがよりよい学校生

活につながり、授業にもよい影響を与えると感じています。自分の周りの人を尊重し、大切に

するところから人権感覚は始まります。自分も、自分以外の人も大切にして、みんなでよりよ

い学校や地域社会を創っていきましょう。講演会の最後に次の詩を紹介しました。

＜人を励ます 人と

「人権感覚」って何ですか 語らう 人へ進んで

「人権感覚」って何ですか 行動する こんな関

それはケガをして 苦しんでいる人があれば そのまますどおりしないで わりを持つことから

「だいじょうぶですか」と 助け励ます心のこと 始めていきたいもの

「人権感覚」って何ですか です。いつでもどこ

それは悲しみに うち沈んでいる人があれば 見て見ぬふりをしないで でも通用する、人と

「いっしょに考えましょう」と 共に語らう心のこと してのコミュニケー

「人権感覚」って何ですか ションを大切にし、学

それは偏見と差別に 思い悩んでいる人があれば わが事のように感じて 校と地域と家庭が一

「そんなことは許せない」と 自ら進んで行動すること 体となって連携しな

「人権感覚」って何ですか がら、人権感覚豊か

それはすどおりしない心 見て見ぬふりをしない心 な子どもたちを育て

他者の苦悩をわが苦悩として 人権尊重のために行動する心のこと ることができればと

桑原 律「人権の光」より引用 思っています＞
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校長 吉川 克巳
山王中だより

学校教育目標 未来を見つめ自ら行動する生徒 ～夢への実現～
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今 後 の 予 定 
７／１（月） 

２（火） 
３（水）

４（木） 
５（金） 

  ８（月） 
  ９（火） 
 １０（水） 
 １１（木） 
１２（金） 
１３（土） 
 
 
１５（月） 

 １７（水） 
 １８（木） 
  １９（金） 
 ２０（土） 
 ２１（日） 
 ２２（月） 
 ２３（火） 
  
２４（水） 

８/１２（月） 
 ～１６（金） 
９／２（月） 
  ３（火） 
   

４（水） 
  ７（土） 

期末① やまびこ小中交流会  
期末② 尿検査二次  
集金日 
非行防止教室（４時間目） 
専門委員会⑤ 
火曜日課①②③④⑤⑥ 
体育朝会 木曜日課①②③⑤⑥ 安全点検日 
合唱集会ﾘﾊｰｻﾙ  
学校指導訪問(月曜日課(一部変更有)) 
金曜日課＋学活 漢字検定 
学校公開（合唱集会）学校評議員会 
3 年・やまびこ学級；進路保護者会  
PTA 運営委員会 
海の日 
木①②③④⑤ 
3 時間授業 大掃除 給食最終日 
終業式（下校 11：00 部活動なし） 
夏季休業日（～８／３１） 
学総陸上県大 
学総陸上県大 
1 年家庭訪問 2・3 年三者面談（～８/３） 
市Ｐ連高校説明会 
市Ｐ連高校説明会 
サマーリフレッシュウィーク 

（学校閉庁） 
始業式・避難訓練 
体育朝会(結団式) 給食開始 
 セクション会議（1） 
3 年４市テスト 
学校公開④ PTA 運営委員会 

狭山地区硬筆展覧会 入選者 

 ３年 小寺絢子さん 県展へ 
２年 阿部江茉莉さん 県展へ 

津久戸朱莉さん 県展へ 

金賞 ３年 木村 悠菜さん 銀賞 ３年 齊藤 玲華さん 
倉橋 雅 さん 川島 愛実さん 
高橋 奈夕さん 市島 花怜さん 
長沼 明音さん ２年 鈴木 真湖さん 

２年 永田 愛生さん 辻 帆風さん 
１年 佐藤 萌夕さん 大谷 恋々さん 

吉澤 遥 さん １年 伊藤 愛梨さん 
川上 莉央さん   

 上野 陽香さん  
髙橋 愛珠さん  

 

 

学校総合体育大会狭山市予選 

陸上男子 2年100m 2位(県大へ) 400ｍ 2位 (県大へ)  
走り幅跳 3位 (県大へ)  110ｍH  2位  (県大へ) 

陸上女子 2年 100ｍ 1位 (県大へ)  
400mR 1位 (県大へ) 

卓球女子 団体3位(県大)  卓球女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3位  
卓球男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3位 

 

狭山市民卓球大会 女子シングルスB 2位  

 

充実した体験活動！ （校外での体験） 
◎１年宿泊学習 6/5(金)・6(土)富士山西湖方面 

  天候にも恵まれた 2 日 
間でした。1 日目は野鳥 
の森公園で自然に親しみ 
宿泊先での飯盒炊爨とキ 
ャンプファイヤーでは学 
級・学年の仲間意識を高 
めました。2 日目のコウモリ穴と三湖台から見た

富士山は自然の素晴さを実感しました。 
  

◎２年職場体験 6/25(火)～27(木) 市内各事業所 

市内２７カ所の事業所に 
お世話になりました。慣れな 
い仕事に頑張っていました。 
それぞれに仕事の大変さや 
楽しさを体験し、自分の進路 
について考えることができ 

た貴重な時間でした。 
 
◎３年修学旅行 5/25(土)～27(水) 京都奈良方面 

 1 日目、朝早く入曽駅か 
らの出発でした。奈良公園 
では大きな大仏を見学し、 
たくさんの鹿とたわむれま 
した。2 日目は班別タクシ 
ー行動で京都市内を見学し 
ました。金閣寺・銀閣寺等たくさんの神社仏閣を

見学して回りました。3 日目は嵐山に行き渡月橋付

近を散策しました。日本の歴史にふれられた 3 日

間でした。 
 「1000 の風 1000 のチェロ」 （読み聞かせ朝会） 

６月１１日（火）体育館に 

おいて、読み聞かせ朝会が開 

催されました。いせ ひでこ 作 

の有名な物語の朗読でした。 

しんと静まり返った体育館に 

響き渡りました。 

 

「校内美化活動」ご協力ありがとうございました 
６月８日(土)暑い中多くの 
方にご協力いただき誠に 
ありがとうございました。 

 

狭山地区硬筆展覧会 入選者 

特選 ３年１名（県展へ）、２年２名（県展へ） 
金賞 ３年４名、２年１名、１年５名 
銀賞 ３年３名、２年３名、１年１名 
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