
  
２年目を迎えた「六合の日」 

○ 初めての「六合の日」・・・昨年度の日記より 
 ６月５日（水）、梅雨の合間のすばらしい晴天の日。早朝より六合中学生「あいさつボランティア」48

名が、六合駅南広場に「おはようございます ありがとうございます」の横断幕とあいさつのぼりを持っ
て整列しました。一般の方に臆することなく心を込めて「おはようございます」のあいさつをしました。
男子は大きな声で元気よく、女子は笑顔とお辞儀に心を込めて、それぞれ一生懸命に取り組みました。 
 ７時 40 分から 55 分までの 15 分間でしたが、参加した六中生には達成感がみなぎっていました。あいさ
つを終えて六合駅前から六合中学校に歩いて行く後ろ姿からは充実感と頼もしさが読み取れました。初夏
のさわやかな朝に六中生が地域のためにしっとりとした汗をかくことができ、大変うれしく感じられまし
た。毎月５日は「人にやさしい日」、６月５日は「六合の日」が生徒一人一人に浸透し、相手を尊重しな
がら互いの良さを知り感謝の心をふくらめていくよう今後も継続していきたいと思います。 
 さて、本年度の６月５日（木）、「六合の日」は、梅雨
入り宣言が出された翌日で、雨混じりの風が肌寒く感じら
れる日でした。けれども、朝からこの日のために多くの六
中生と職員が確かな意志を持って六合駅に向かいました。
縦割りブロックの青と緑のブロックで参加を集い、総勢 70

名で実施しました。一人一人が「おはようございます」の
あいさつに感謝の心を込めて、自ら挑んだあいさつ運動で
した。一人一人の生徒が、貴重な自信をつかんだと思いま
す。それを今後の何に生かすのかが大事になります。六中
生の飛躍を願って３点にまとめてみました。 
 また、この日は六合中学校のプロムナードでも赤ブロッ
クと黄ブロックから 71 名の有志があいさつボランティア
として活動しました。六中生の温かい気持ちがいっぱいの登校風景でした。 

１ 部活動をはじめ、自分の好きなことに夢中になる 
 
    中学生の時はきっかけをつかむと大化けすることがあります。あることで得た自信がきっかけになり、 
夢中になって取り組むエネルギーにふくらむのです。努力することが 楽しくてたまらない、目標達成 に
向けて邁進する。  

２ 縦割り活動の充実につなげる 
 
    今後始まる縦割り活動で堂々と集団の前に立ち、リーダーとして活躍する姿となる。また、そのリー 
ダーに従い、まわりの仲間に呼びかける積極性を発揮する。全校ＶＳ（6/23）、体育大会(9/13)、文化発 
表会(10/18)、古紙回収(11/9)がチャンスとなります。  

３ 毎月５日の「人にやさしい日」につなげる 
 
    相手の気持ちを大事にする、相手の立場に立って行動できるようになる。特に、毎月の５日は、心静 
かに人のために行動しようと努力する。誰にもさとられないようにしながら密かに努力する。 

 
  

      熱心な活動 ありがとうございました ～ＰＴＡ整備作業～ 
５月１８日（日）、ＰＴＡ施設事業部の企画による整備作業を行いました。当日は天

候に恵まれ、１年生保護者、ＰＴＡ施設事業部・本部などたくさんの保護者の皆様、
ボランティア生徒の皆さんが参加してくださいました。 
 グランド線路側・東側の樹木の剪定を行い、皆様の熱心な働きのおかげで校地内
がとてもきれいになりました。 
 当日、道具の持参と剪定で出たゴミの持ち帰りをお願いいたしましたが、快く応
じていただき、感謝しております。 

 
補助教材について 

六合中学校では各教科の学習や道徳の授業で補助教材を使用しております。１年単位で使用するものと、 
３年間使用するものがあり、次のような観点で選定しております。 
①家庭に過度の経済的負担をかけないこと 

 ②内容が適切で授業内容に沿うとともに、学習効果が上がるものであること 
 ③問題の量などが適切で、生徒にとって過度の負担にならないこと 
 前年より複数の業者から見本を収集して検討し、年度末には使用した教材について評価を行い、次年度
の教材選定に生かすようにしております。おもに家庭学習で活用するものもございますので、学校でも見
届けをいたしますが、御家庭におきましても、お子様の取組に目配りをお願いいたします。 

  け や き 

   

 

 学校教育目標 「心ゆたかに 共に生きよう」 

 重点目標 「人にやさしく 自らをのばす生徒」 

 第２ｽﾃｰｼﾞ(5/26～7/24)「自分を見つめ、自分を伸ばす」 

 島田市立六合中学校  ６・７月号 



  
ふるさと探訪（１年生） 

 ５月１３日（火）、１ 
年生は蓬莱橋、市博物館 
諏訪原城跡など、グルー 
プごとに立てた計画に沿 
って市内各所を見学して 
回りました。 
 当日の朝は、やや雨の 
残る天候でしたが、出発 
する頃には晴天に変わり 
、日中は汗を流しながら 
頑張って歩きました。 
  事後のアンケートでは、「班で協力ができた」
「友達の良さを発見できた」など、行事のねらい
に迫る意見も数多く寄せられ、すばらしい行事と
なりました。 

  
職場体験学習（２年生） 

 ５月１３日（火）からの３ 
日間、２年生は５２か所の事 
業所のお世話になり、職場体 
験学習を行いました。どの生 
徒も「自分の生き方を考える」 
機会として積極的な態度で取 
り組むことができました。ま 
た、事業所の皆様も生徒にと 
って大切な体験である事に共 
感してくださり、「社会人と 
しての責任について考える」 
といった目的をふまえて指導 
してくださいました。 
 生徒の事後アンケートでは 
「仕事の大変さを感じること 
ができた。」「働いてお金を 
得ることは、簡単な事じゃな 
いと思った。」など、仕事の厳しさについても感じる
機会となったようです。 

  

修学旅行（３年生） 
 ５月１３日（火）からの３日間、３年生は修学
旅行で奈良・京都方面を巡りました。 

  １日目はバスでの  
学級コース、２日目・３日目は、それぞれ公共交通機関とタクシーを使っ
ての班コースと、自分たちが立てた計画に沿って行程を進めました。「自
ら感じよう！古都の歴史・人の優しさ」のスローガンのもと、古都の歴史
を感じ取れる寺社などを巡り、日本の文化に対する理解を深めました。 

  心配された天候も、生徒の活動には影響なく、予定通りの行程で進める
ことができました。生徒も自覚ある行動が目立ち、お互いに協力し合いな
がら３日間を過ごすことができました。 
 前夜の雨の影響で運動場の状態が悪く、解散時は島田工業高校様のご厚
意で駐車場をお借りすることができました。急な変更に際して、保護者の
皆様に御協力いただき、ありがとうございました。 

 
 市内総体の結果   

 野 球      第３位 
予選ﾘｰｸﾞ 対 初倉中  ２－０勝 
     対 金谷中   １－１(特別ﾙｰﾙ4-2勝) 
準決勝  対 島田二中  ０－５敗 

  サッカー         優勝           
予選ﾘｰｸﾞ 対 川根中  ３－０ 勝 
        対 島田一中  ４－０  勝 
決勝    対 金谷中    ５－１  勝 
ﾄｰﾅﾒﾝﾄ    対 島田二中 ４－０ 勝 

 男子バスケット 
予選ﾘｰｸﾞ 対 初倉中    ３６－７４  敗 
          対 金谷中  ３７－６８  敗 

 女子バスケット   第３位           
  対 金谷中  ５５－２４ 勝     
  対 初倉中  ５３－６５  敗     
  対 島田北中 ５１－３４  勝     
  対 島田一中 ４３－３４  勝     

 男子卓球 
＜団体戦＞ 
 対 島田一中 １－３敗    対 島田北中  ３－１勝 
 対 島田二中 ０－３敗      対 初倉中      ３－０勝 
 対 金谷中  ０－３敗      対 附属島田中  １－３敗 

 女子卓球         第２位  
 ＜団体戦＞                      
 対 島田一中 １－３敗    対 島田北中  ３－０勝 
 対 島田二中 ３－１勝      対 初倉中      ３－１勝 
 対 金谷中  ３－０勝      対 附属島田中  ３－０勝 
 対 川根中   ３－０勝        
＜個人戦＞                
 村松沙羅………第２位      大畑実祐………第５位 

 女子バレー                          
予選  対 附属島田中 ①25-22 ②12-25 ③22-25 敗 
      対 島田北中  ①25-7  ②25-13  勝 
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 対 島田一中 ①14-25  ②19-25  敗 

６月の行事予定 
 ９,10日(月･火) 六中質問タイム 
１０日（火） 諸会費振替日 
１２日（木） 期末テスト（１日目） 
１３日（金） 期末テスト（２日目） 
       ＶＳブロック別集会  
１８日（水） 市内一斉研修会 
       ＊午前授業で下校（給食なし） 
２０日（金）  漢字検定 
２１日（土） 中体連志榛大会開始（～7/19） 
２３日（月） 全校VS活動（予備日 ６／30） 
２７日（金） 薬学講座（１年） 
       六合地区三校PTA連絡協議会 
 
 

７月の行事予定 
 ２日（水）午前中授業（給食あり） 
 ３日（木）第１回チャレンジテスト(数) 
 ４日（金）ＰＴＡ本部会・運営委員会 
 ５日（土）「人にやさしい日」 
 ９日（水）交通安全教室（１年） 
１０日（木）学校評議員会/諸会費振替日 
１１日（金）ケータイ安心集会（１～３年） 
１７日（木）第２回チャレンジテスト(英) 
２２日（火）午前中授業（給食あり） 
２３日（水）午前中授業（給食あり） 
２４日（木）終業式（午前で下校） 
２５日（金）第Ⅲステージ開始 
２５日（金）中体連県大会開始 
２６日（土）六合夏まつりボランティア説明会（ロクティ） 

 

 ５月に実施した学年行事を紹介します   

 


