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新しい年、希望の年に
令和２年も12分の１を過ぎました。1・２・３月の過行く早さはことわざどおりのよう
です。修了・進級、卒業・入学を控えるこの時期、学校内に「よりよい自分」になろう
とうする生徒の決意や希望・願いがあふれているように感じます。フルモデルチェンジ、
マイナーチェンジ、いろいろでしょうが、それぞれ考え、よりよい自分に
なるための挑戦を試みていいます。「どんな自分を目指すのか」
「そのためには何をするのか」「何が課題なのか」など、学校も一緒
に考え応援します。３学期は保護者懇談を予定しておりませんが、
子どもたちのステップアップに向けて、どうぞ遠慮なくご相談ください。
家庭・地域・学校で子どもたちの育ちを支えていきたいと思います。
1月、世界は波乱で幕を開け、平和、命、環境、人権などについて「我がこと」として
考えるべき出来事の連続でした。これらの出来事・状況を各世代がどう捉え、どう反応
するのか。その異なりを一つの「世代間格差」と表現する人もいます。現状に問題提起
をする若者に、ピュアだが知識不足な発言と突き返す世界のリーダーの様子も報道され
ていました。平和な共生社会の担い手として理想をもち、主体的に行動する若い世代は
理解すべき存在。新学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」の実現は、学び
を人生や社会に生かし、他者とよりよく生きようとする人間性の涵養を目指すものです。
哲多中学校もこの趣旨を大切にし、地域の若者を育む学校の使命として実現に努めます。
混乱する緊急困難な事態へ懸命に対応されている方々に敬意と感謝を込めて。

地域イベント参加に向け

マイ銭太鼓製作

１月１４日・２３日・2７日の3日間、計5時間、２年生が銭太鼓の製作を行いました。
公民館祭りやすずらん祭りなど哲多のイベントに参加し披露する銭太鼓。イベント参加
も20年を超え、伝統として受け継がれていく哲多中生徒の銭太鼓。今年も２年生が自分
たちの出番に向けてマイ銭太鼓づくりに取り組みました。細やかな細工があり、その作
業に四苦八苦しながらも、予定した6時間より1時間早く全員が完成させました。長年に
わたりご指導と材料の調達・下準備をしてくださる、地元の佐田圀正氏のおかげです。
ありがとうございました。一生懸命つくったマイ銭太鼓の音色を３月１日の哲多公民館
まつりで初披露します。是非ご来場ください。

にいみ朝食毎日食べよう大作戦

にっこり食育

１月２１日（火）1年生を対象に「にっこり食育」を行いました。新見市の管理栄養士
さん、保健師さん、そして地元の栄養委員の方々のご指導のもと、朝食を中心に食事の
大切さを講話で学び、栄養バランスの取れた朝食作りの実習をしました。成長と毎日の
活動エネルギーとして欠かせない食事。私たちの命・生活は食べ物によって成り立って
います。食べ物を作ってくださる方々、食べ物となる生き物の命など食事にかかわるす
べてに感謝をして「いただく」ことの大切さを改めて考える機会にもなりました。
朝食作りの実習では、塩分量や野菜の切り方などを「食べる人の健康と食べやすさ」
の視点から教えていただきました。みんなで楽しく作って楽しくいただいた、具だくさ
んのおにぎり、具だくさんのおみそ汁、ツナが入ったたっぷり野菜の和え物、フルーツ
いっぱいのヨーグルト。とてもおいしかったです。
後日、生徒はお世話くださった栄養委員さんにお礼の手紙を書きました。野菜の切り
方、みそ汁作りの手順、おにぎりの握り方など調理の方法を丁寧に教わったこと、実習
中や会食中にたくさんお話ができたことなどへの感謝の言葉が書かれていました。そし
て、多くの生徒が書いていたのが「家族に作ってあげたいです」。食べ物を作ることをと
おして、愛情と思いやりが広がるように思えました。温かく丁寧にご指導くださった皆
様ありがとうございました。

新春恒例 お楽しみ

全校百人一首大会

１月１７日（金）、文化委員会主催の全校百人一首大会を行いました。生徒が楽しみに
している新春恒例のこの大会、昨年はインフルエンザの大流行により中止。今年も心配
されましたが予定通り開催でき、賑やかに札を取り合いました。「ちらし」の形で全校縦
割り８班で対戦。文化委員の読み上げる上の句で素早く札を払う上級者から、一文字一
文字を指で恐る恐る確認し合いながら札をそっと押さえるビギナー対決まで、様々な参
加者による大会。会場に笑い声と嘆き声が響きました。
２回戦の結果、学年対抗の部1位は２年生。個人の部では３年生小川侑己さんが７９枚
（2回計）を取って優勝。準備運営をした文化委員会のみなさんありがとうございました。
日本の伝統文化に触れながら楽しい2時間を過ごすことができました。

裏面に続きます

栄養バランスのとれた給食に感謝

給食集会

1月2２日（水）生徒会健康委員会主催の給食集会を行いました。集会という名称では
ありますが、インフルエンザの感染予防のため、各学年ごとに教室で実施しました。今
回のメインテーマは学校給食につきものの牛乳。なぜ、給食には毎日牛乳が出るのか。
そのなぞをわかりやすく明かしました。一生の骨の強さ（骨密度など）に大きく影響す
るのが成長期のカルシュウム摂取。学校給食でカルシュウムを豊富に含む牛乳を毎日飲
むことは、生涯の骨の健康を維持する上で大変重要な意味があることなどをグラフやイ
ラストなどで紹介。給食や牛乳に関するクイズもたくさんあり、楽しみながら、給食と
牛乳の大切さを考え、改めて食べ物と提供してくださる方々、家族に感謝することがで
きました。クイズの回
答「給食に毎日牛乳が
出るのは、法律で決め
られているから」には
一同「へえ～！」とう
なりました。健康委員
会のみなさんありがと
うございました。

美と教訓を湛える書の大作

藤岡昭月氏からご寄贈

藤岡昭月先生（日本書芸院参与）から先生書の大作をご寄贈いただき、多目的教室に
飾りました。１月８日（水）の始業式で生徒に披露、紹介しました。作品は縦横１８０
ｃｍの大作。「自彊不息」の４文字が迫力と美しさを湛える書は、昨年10月にまなび広場
にいみで開催された「第３０回記念耿新書道会展」に出品された作品。当日の会場でも
ひときわ存在感を放った本書が、藤岡先生のご厚意により、先生の母校でもある哲多中
学校に掲げられるのも何かのご縁のように思えます。
「自彊不息」は中国の周時代の易経から引用された
ことば。藤岡先生ご自身が信条とする、「自らつとめ
て止まぬ」「自ら修養鍛錬をおこたらぬ」の意は本校
生徒への教訓となります。渾身の書が放つ美しさと教
えを大切に伝え続けていきます。藤岡先生ありがとう
ございました。
写真は、１月１４日、備北民報社の取材時の様子で
す。藤岡先生から、書の説明をしていただきました。

ようこそトラヴィス先生！新ALT紹介
キレある華やかなダンスを披露

備北地区中学校ダンス発表会

12月14日（土）備北地区ダンス発表会が高梁中学校で開催されました。備北地区中学
校11校18チームが参加。哲多中学校からは有志5人が出場し、TwiceのFancyを曲にダンス
を披露しました。短い練習期間ではありましたが、自宅での個人練習と早朝の多目的教
室でのチーム練習を重ねて臨んだ発表会。5人の息がそろい、キレのあるダンスは迫力を
感じるほど。そして、そんなダンスを笑顔で見せる5人に会場は魅せられました。
【出場メンバー】
3年 敦田 和奏 さん
藤井 麗美花 さん
逸見 優妃 さん
１年 桑原あかり さん
妹尾 莉里 さん

２月
3日
11 日
12 日
13 日
18 日
20 日
21 日

月
火
水
木
火
木
金

３学期、新しいALT（外国語アシスタント教師）が着任
しました。
タウラ― トラヴィス テレル です。
私たちは「トラヴィス先生」と呼んでいます。
明るく誠実なナイスガイ！ 皆さんよろしくお願いします。
トラヴィス先生からの自己紹介メッセージを紹介します。
My name is Travis Towler and I am from Philadelphia. Niimi city is very
different from Philadelphia because there is a lot of nature, mountains

and rivers. Some of my hobbies are photography, drawing, listening to
music, playing video games, hiking, traveling, and cooking. I think Niimi is
a wonderful place to live, I have met many friendly people here. Life in
Niimi is nice and relaxing so I am enjoying my time in Niimi. I am excited
to be here with you all and I look fonruard to all the great experiences we
will have together.

主な行事と下校バス時刻

生徒集会
建国記念の日
公立特別入試
公立特別入試
参観日・テスト週間始
教育相談
定時退庁日

17:10
16:10
17:10
17:10
17:10
16:20

23 日
24 日
25 日
26 日
27 日

日 天皇誕生日
月 振替休日
火 1・2 年学年末考査 14:00
※ 3 年生下校バス 17:10
水 1・2 年学年末考査 14:00
木 1・2 年学年末考査 17:10

私の名前はタウラー トラヴィスです。フィラデルフィアから来ました。新見市の
山や川など自然の豊かさにフィラデルフィアとの違いを感じています。
私の趣味は、写真を撮ること、絵を描くこと、音楽を聴くこと、ビデオゲームをす
ること、そして、ハイキングや旅行、料理をすることなどです。
新見は住みやすく素晴らしい場所です。出会った人はみなさん親しみやすい人たち
です。そんな素敵でゆったりした新見の生活を満喫しています。
みなさんと一緒に学校生活を送ること、そして、これから経験すること全てをとて
も楽しみにしています。

