に い

新

し お

潮
校訓
郷土を愛し
明るく素直で
たくましく

「「「「少年のののの主張」」」」大会がががが開催されました。。。。

６月

日（日 ）文化 センター にて平 戸市「 少年

本校代表白川君、、、、落落落落ちちちち着着着着いて、、、、堂々とした発表

文責：校長 川内康範

た 。また 、学級では資料をもとに話し合いを重ね 、

総 会でどの ように話をす るか考 えたりし てきま し

の日の ために本部役 員の皆さん は資料を作 ったり 、

６月７ 日（火 ）に生 徒総会 が開かれ ました。こ

生徒総会をををを開開開開きました。。。。

雑で したね。応 援ありがと うございまし た。

の方 々の姿が ありま した。 帰りの フェリ ーは大 混

た。ま た、聴 衆には 、たく さんの小・中学 生や村

緊張もし たでし ょうが、大変 立派な 発表態度でし

い る私たち が引き 込まれ る話し 方、内容 でした。

い、と 宣言し ていま した。 説得力があり 、聞い て

振り返 り、兄 のよう に今に 感謝して 生きて いきた

３ 年生の 白川政 宏君で した。自 分の今 まで生 活を

校か ら代表 が１名 ずつ参 加します。本校 の代表 は

の主張 」大会 が開催 されま した。 市内の 各小中 学
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誰がどんな意 見を言うか決 めたりもし てきました 。
そして、いよ いよ本 番。緊 張感も 漂う中、 生徒会
長の あいさつ からス タート しまし た。議 長は小 山
政 也君と 白石翔子さんが 務めま す。話 し合われ た
内容は、たと えば次のよ うなもので す 。
「生徒会選
挙の際 、
立候補者全員に責任者を一人ずつつける 。」
となっているが 、人数的に難しいときがあるので 、
改 めるべ きでは ないか、 という もの。 各学年 から
意見が 出され 、それ ぞれの言 い分も よくわ かりま
す。議 長さん たちも どう進 めたら いいか 苦労し て
いま したが、この悩む場 面が一番 勉強に なって い
る なと私 は思い ました。他にも いろい ろな話 し合
いを行 い、充 実した ２時間の生徒総 会が終 了しま
した。
考 える力・ 話し合 う力は 急に身 につく もので は
ありませ ん。授 業の中 や学校 生活の 中で経験 を重
ね少し ずつ身 につく のだと思いま す。この 力は、
社会 人になっ てから も重要な力で す。中 学生の 皆
さ んも、 教科の勉 強、道 徳や学 活、学 級の班会 議
などの場面で 、しっか り考え る、相 手にわ かるよ
うに言 葉で伝 える、 相手の 意見も よく聞 いて理解
する等 の活動を頑 張ってくだ さい。

花壇に花を植えました。

市 の市民 課より 花いっぱ い運動 として、花の 苗

をいた だきま した。６ 月６日 （月） 生徒会 美化・

奉仕推 進委員 会の活 動とし て、昼 休みに 全校生 徒

で花 の苗を 植えま した。 花は、ペ チュニ ア・日 々

草 ・ベゴ ニア・ サルビ アなどで す。こ の苗を 植え

るまでに 、雑草を取る 、花壇を耕す 、堆肥を運ぶ、

混ぜる 、等の 工程が あって います。美化 ・奉仕 推

進 委員会や 全校生 徒の活 動もあ りました が、そ の

前に岩井 さんや 教頭先 生の手 もかかっ ていま す。

この後 は、係 活動と しての水やり も大切で すね。

きれ いな花を 咲かせ るまで にはた くさん の人の 手

がか かっている ことを忘れ てはいけませ んね。

明日 はははは、、、、 市中 総体 陸上 競技 です 。。。。

全 校 生徒 が 選 手で す 。

頑 張っ て き ます 。

応 援よ ろ しく お 願 いし ま す 。

