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上田市立第五中学校
上田市上野 441 番地
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平成 25年 9月 2日(月)

87日間の2学期がスタートしました
猛暑の夏休みでしたが、今週は朝夕だいぶ涼しくなり、ほっとしているところです。87 日間

の二学期がスタートしました。3 年の総合テスト、PTA 作業②、総合的な学習「地域の先輩に学
ぶ」講座のスタート等があり、また鳳祭に向けて生徒会を中心に着々と準備が進められています。

今年の鳳祭のテーマは、

「鳳祭に向けて団結を深めよう」

鳳祭テーマ 「Our hearts become one ～心を１つに～」
一人ひとりが輝く充実した鳳祭になることを期待しています。

＜二学期始業式での校長講話＞

２５日間の夏休みが終わりました。今年は、猛暑の夏休みでした。部活動の練習や

北信越大会・全国大会、などに参加した人は、特に午後の暑さにはまいったと思いま

す。雨が降ってほしいなと思っていても、上田市にはなかなか降らず、日本の他地域

では今まで経験をしたことのない豪雨があり、大きな被害が起きています。

猛暑の夏休みでしたが、みなさん一人一人にとって、どんな夏休みになりましたか。

一学期終業式の時に４つのこと

１ 自分の立てた計画をやり通す、強い心を持つ

２ 夏休みでなくてはできないことを、たくさんやる。

３ ２学期の目標を立てること。反省を生かす

４ 病気やけがをしないこと。

５ 情報機器を使った、友達の悪口・いじめは絶対しない。
を話しましたが、どうでしたか。

いよいよ今日から８７日間の二学期が始まります。 二学期は、自分の本当の力「真

価」を発揮するときです。9 月 27・28 日には、「鳳祭」があります。生徒の皆さんと
先生方とですばらしい鳳祭を作り上げましょう。また、みなさんは将来地域で暮らし

ていきます。地域でがんばっている先輩のみなさんから学ぶ学習も始まります。

１年生は中学校生活にも慣れ、初めての鳳祭に参加します。自分の力を伸ばすきっ

かけにしてほしいと思います。

２年生は、職場体験学習があります。中学校生活のど真ん中です。もしかしたら、

一番力を発揮する学期になるかもしれません。５３年間の伝統を引き継ぐ五中生にな

ってほしいと思います。また部活動では２年生が中心になって活動していますが、新

人戦が始まって来ます。夏休みの練習で流した汗を十二分に生かして、自分の心と体

調を整え、自分たちのチーム作りをしていってほしいと思います。

３年生は、自分の進路について、真剣に考える時です。進路選択の時です。自分の

人生で初めて厳しい選択を迫られるわけですが、よーく考えて、自分の納得のいく、

悔いのない選択をしてほしいと思います。「人生二度なし」といいます。自信を持っ

て選択できるものを選んでほしいと思います。「自分の主人公は、自分」「自分の責任

五中だより鳳
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者は自分」自分の課題や目標を持って精一杯がんばれる学期にしてください。また、

３年生にとっては今度の鳳祭は、最後の鳳祭となります。テーマ「Our haerts become one.
～心を 1 つに～」に向かって、仲間との絆を深め、さらに強くし、五中生一人ひと
りが輝いて一人ひとりの良さを発揮できる鳳祭にしてほしいと思います。

最後に 2学期の始まりにあたり、みなさんに話しておきたいことが３つあります。
一つ目、五中人権宣言第 2 項には「安心して生活できる学校とは、全体が団結して

いて、友達を信頼でき、行きたいと思える学校である。」とあります。いじめや差別

は、された人の心に一生心の傷として残ります。ぜひ「人の心の中に土足で踏み込む

ような人間になってほしくない。」と思います。

携帯電話を使ってラインなどへ悪口を書き込んだために、殺人事件までも起きてい

ます。スマホ・携帯・音楽プレイヤーなど情報機器の使用については、モラルを大事

にした使い方をしてほしいと思います。

二つ目は、先の見通しを持ち、目標をしっかり据えて、学習や生活に取り組んでほ

しいと思います。 職員玄関前に「有志成」という衝立があります。卒業記念でいた

だいたものですが、「有志成」とは、「志ある者は、事ついに成る」ということです。

こころざしとは、自分の目指すべき道・方向です。それがぶれないことです。しっか

り志を持って取り組んでほしいと思います。先生たちは、そのお手伝いをします。

三つ目は、事故やけが・病気なく健康で 2学期を乗り切ってほしいと思います。
夏休み中学校へ来る途中、ノーヘルで自転車に乗っている人を見かけました。運転中

で声をかけられませんでしたが、非常に残念に思いました。「自分の命は自分で守る」

命を守るためにできることはすべて行う、その気持ちが大切だと思います。最近上田

市でも県内でも中学生の自転車事故が多発しており、8 月 7 日には、北信地方の中学
生が自転車乗車中に大型トラックに巻き込まれて死亡するという痛ましい事故が発生

しています。また、自転車運転中にお年寄りとぶつかって大けがをさせてしまい、何

千万という慰謝料を請求されるという事案もあります。ぜひ交通事故に遭わないよう

に、また起こさないように心を引き締めてほしいと思います。

それでは、繰り返しますが、ぜひ自分の本当の力「真価」を発揮する 2 学期にしま
しょう。

P T A 作 業 鳳祭に向けて生徒集会
ありがとうございました 鳳祭に

向けて

8月 24日に行われた PTA作業では、心 ポスタ

配していた雨も上がり、涼しい中大勢の ーや、

保護者の皆様、生徒の皆さんに参加して 全校制

いただきました。普段なかなか手の入ら 作・合

ない箇所の整備・除草も、大勢の手が入 唱コン

ると、見違えるほどきれいになりました クール

9月 4日には、上小の理科の先生方が本 など着

校に集まり、授業研究会があります。ま 々と準

27・28日には、鳳祭があります。多くの 備が進

お客様が来校されるので、校地内の整備 められています。8/28(水)には、生徒集会が行
学校として大変ありがたく、感謝申し上 われ、準備日程や途中経過などが報告され、杉

げます。ありがとうございました。 山会長から、鳳祭に向けて 1 日 1 日を大切にし
て、心に残るすばらしい文化祭にしていきまし

ょうと呼びかけがありました。
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平成25年度 地域交流講座「地域の先輩に学ぶ」
五中学区は、学校と地域とのつながりが昔からある地域ですが、核家族化が進み地域

に住む児童生徒と地域との関係がしだいに薄くなってきている状況があります。

五中では、地域と共にある学校づくりを目指しております。地域の方々とのつながり

を大切にし、学校の授業にも地域の方々に積極的に入っていただき、生徒たちの大先輩

として、いろいろな角度から教えていただく機会を大事に考えています。これは、キャ

リア教育の面でも大切な時間となります。その大事な機会としての「地域交流講座『地

域の先輩に学ぶ』」は、総合的な学習の時間の一環として、今年で 8 年目になります。

この学習では、私たちの地域にすんでおられる人生の先輩方から様々な事を学び、交流

することを通して、地域に根ざしている文化や地域そのものを愛する気持ちを育むため

に行われています。生徒は自分の興味関心を持っている内容を選び、講師の先生方から

学ぶとともに、交流を深め、さらには先輩の生き方からも貴重な体験を学べるものがあ

ることを願い続けてきています。

これから 6 回の講座が始まります。そして鳳祭でのステージ発表や展示発表がありま

す。生徒には、積極的な学びの姿勢を大事にして、講師の先生方からいろいろなことを

教えていただき、自らの生き方に生かしてほしいと考えています。

【本年度開設する講座は、20講座】

社交ダンス 日本舞踊 童謡を歌う 大正琴 箏 ちぎり絵

絵手紙 パドル体操 写真 アートフラワー 凧づくり つる細工 コカリナ

茶道 洋裁 そば打ち おやき作り 廃油石けん作り 読み聞かせ わら細工

全体会のあと、それぞれの会場に分かれて第 1回の講座を行いました。自己紹介からはじまり、
講師の先生から講座内容についての説明があり、そして各自の目標を学習カードに記入しました。

次回から実際の活動が始まります。



- 4 -

「地域の先輩に学ぶ」鳳の時間

今後の予定は、
１回 8月 29日 全体会

２回 9月 5日
３回 9月 12日
４回 9月 17日
５回 9月 24日
６回 9月 26日 前日準備

鳳祭でステージ発表や展示発表があ

ります。短期間での活動ですが、地

域の先輩から、いろいろなことを学

んでほしいと思います。講師の先生

方よろしくお願いいたします。

非違行為根絶に向けて

綱紀の粛正及び服務規律の確保について、職員研修や注意喚起を昨年度より繰り返し取り

組んできているわけですが、昨年から今年にかけて、県内の教職員による非違行為が多く発生

し、それは県民の皆様の信頼を裏切るような行為であり、誠に遺憾なことであります。

本校では、非違行為防止委員会(教務会の中に)を設置し、教務会が中心になって取り組んで

おります。また今回、第三者委員を竹鼻 PTA 会長さんにお願いし、実際に職員研修の場に立
ち会っていただきました。

7 月～ 8 月は、非違行為防止強化月間として、本校でも下記のような職員研修や日々の心が
けを継続して参りました。その取組の報告をさせていただきます。

①職員同士の信頼関係づくりと「組織で仕事をしていることの自覚」を持つため、「さわ

やかな挨拶」「相手に寄り添った日々の声がけ」を全職員で継続する。

②非違行為根絶のミニ研修会(熟議) ； 一人ひとりが自分のの問題としてとらえるために

・非違行為に関わる日常のヒヤリ・ハットを出し合い、お互いに気をつけることを確認

・体罰根絶について、資料をもとに小グループで話し合う

③非違行為根絶の「誓い」2回目を記入し提出。
④教師の使命、任務、義務や求められる資質能力について、小グループで考え合う。

今後も、五中全職員で非違行為根絶に向けてしっかり取り組んでまいります。これからも毎

月の職員会議で、非違行為根絶に関わる研修をしていく予定です。

９月の予定 「鳳祭に向けて団結を深めよう」

鳳祭テーマ「Our hearts become one ～心を１つに～」
月 日 曜日 予 定

9・2 月 防災の日 9・18 水 3年合唱中間発表会
9・4 水 教育課程研究協議会「本校：理科」 9・19 木 第 2回部活動運営委員会
9・6 金 1年サイトウキネン音楽鑑賞 9・20 金 ステージ発表リハーサル 24 25
9・7 土 吹奏楽交歓演奏会 9・21 土 神科小・豊殿小運動会

9・9 月 給食集会 秋の給食週間～ 13日 9・26 木 鳳祭前日準備

9・10 火 鳳祭 小運動会リハーサル 9・27 金 鳳祭１日目

9・11 水 1年合唱中間発表会 9・28 土 鳳祭２日目

9・12 木 2年合唱中間発表会 9・30 月 振替休業


