びわ中学校便り
「時を守り、場を清め、礼を正す」

平成 28 年 5 月 9 日（月）
長浜市立びわ中学校
校長

草野和浩

木々の若葉は緑を増し、びわ地区の美田には水が張られ、なかには田植えを済ませられたところもあ
ります。水田から頭を出している小さな苗は、農家の皆さんによって水の管理や草取り、施肥などの手
間と愛情をかけられ、これからグングンと成長し、立派な稲穂を実らせることでしょう。
平 成２８年 度も１ か月が経ち、お かげさ まで、スムーズなスタートを切ることができ
まし た。本校 におき ましても、子ど もたち に手間と愛情を惜しまず、保護者の皆さんと
ともに生徒の大いなる成長を期して頑張っていきたいと思います。

学びました、体験しました、味わいました
４月 ２０日 （水） から２泊 ３日の 修学旅 行に
行 って きまし た。市 内では本 校と湖 北中学 校の
みが沖縄への修学 旅行を実施しています。

４ 千人 が沖 縄の一 般住民だ ったと言 われま す。
なかには 、家族･親戚全員が死亡し てしまい、
い まだ に空 き地の ままにな っている 土地に 遺骨
が祀られてい るところが何か所もあります。
生徒 たち は、悲 惨な戦争 の話を聞 き、い まだ
に 残っ てい るその 傷跡を見 、住民が 逃げ込 んだ
壕 （が ま） に入る などの学 習を通し て、戦 争の
酷 さを 知り 平和の 大切さに ついて深 く学ぶ こと
ができました 。

平和の礎（いしじ）：沖縄戦などで亡くなられた約２０万人にものぼ
る沖縄県民、日本兵、外国人の名前を刻印しています。

沖縄で特筆すべ きは「平和学習 」の充実 です。
平 和祈 念資料 館での 講演と館 内での 学習、 平和
の 礎見 学、沖 縄本島 南部に今 も残る 沖縄戦 の傷
跡 、壕 （がま ）での 追体験、 嘉数高 台から の米
軍 上陸 地およ び普天 間基地遠 望と、 ３日間 通し
て沖縄戦について 学ぶことができました。

壕（がま）：懐中電灯を消すと恐ろしいくらいの真っ暗な闇
となり、何も見えなくなりました。

先の 大戦 では軍 人、民間 人ともで ３００ 万人
の 日本 人が 犠牲に なったと 言われま す。世 界中
で は５ 千万 人から ８千万人 という気 が遠く なる
ほどたくさん の人命が奪われました。
また 、生 き延び た人々に とっても 、戦中 戦後
の生活は過酷 を極めるものでした。

嘉数高台から見た普天間基地：オスプレイが何機も見えまし
た。この付近から沖縄戦が始まりました。

人が 一人亡 くなる ことによ る、家 族や親 族、
友 人の 悲しみ は、計 り知れな いもの がある とい
う のに 、沖縄 戦では ５か月あ まりの 期間に １８
万 人以 上の日 本人が 犠牲とな り、そ のうち ９万

今、 私た ち日本 人のほと んどが、 食べ物 や衣
服 、住 むと ころに 不自由な く暮らし ていま す。
平 和な 暮ら しが当 たり前な のではな く、戦 中戦
後 を生 きた 多くの 人々の努 力によっ てつく られ
て きた もの である ことを再 認識する べきだ と思
い ます 。そ して、 この平和 を守るた めに、 何を
す べき なの か、何 ができる のかを考 え、行 動す
る必要があり ます。

授業参観、教育講演会、PTA総会
ご参加ありがとうございました

学習支援ボランティアを募集します

５月７日(土)には、道徳の授業参観、ネット
社会のトラブル回避についての講演会、PTA 総
会を行いましたところ、多くの保護者の皆様に
ご参加いただき、ありがとうございました。

さん、図書ボランティアさんに大変お世話になっ
ています。ボランティアの皆さんのおかげで、本

講演会では、LINE（ライン）などの SNS に
よるトラブル例とその回避の仕方などについて
わかりやすくお話しいただきました。
携帯電話やスマートフォンがなくても、ゲー
ム機や音楽機器などからでも SNS の利用は可
能ですから、子どもたちは実に様々な方法でネ
ット接続が可能となります。

さて、少々厚かましいのですが、新たに学習支

SNS が原因となるトラブル
には、いじめやけんか、暴力
事件、個人情報の流出などが
ありますが、本人の意思に関
係なく、加害者にも被害者に
もなってしまう恐れがありま
す。
学校としましても、トラブル防止に向けての
指導をして参りますが、気になることや心配な
ことがございましたら、早めにご相談いただき
ますようお願いします。

本校では、校地内･校地周辺の除草ボランティア

校の環境整備・読書活動の充実が図られています。

援をしてくださる方を募集したいと考えています。
特に教員免許は必要としません。
中学校の数学と英語について、期末
テスト前、夏休みに補充学習を予定
していますが、本校教員とともに本
校生徒の学力向上のお手伝いをして
いただければ幸いです。
たちまち、期末テスト前は６月２４日（金）か
ら３０日（木）の１４：５５から１５：４５まで
です（２９日は１３：５５から１４：４５まで）。
来ていただける時だけで結構です。ご協力いただ
ける方は、びわ中学校校長または教頭までお電話
（７２－２０２８）いただきますようお願いしま
す。

なお、講演会で配布しました資料につきまし
ては、残部がありますので、ご入り用の方は担
任までお申し出ください。

５月

中体連春季総体・県吹奏楽祭
５月 １９ 日（木）・ ２０日（ 金）は、中体 連
春季総体です。会場は未定ですが、各部とも秋
以降の練習の成果を出してほしいものです。
５月２０日（金）には、彦根文化プラザで吹
奏楽祭があります。
平日ですが、子どもたちが頑張っている姿を
見ていただければ幸いです。

７日(土)
１２日(木)
１３日(金)
１７日(火)
１９日(木)
２０日(金)
２７日(金)
２８日(土)
３１日(火)

授業参観、PTA 総会
いのちの日
１・２年生内科検診
１年生心電図検査
生徒集会
中体連春季総体（～２０日）
吹奏楽祭
中間テスト１日目
中間テスト２日目
ヨシ刈り
交歓スポーツ大会

６月
びわ中学校は、生徒数の割
に交通事故が多いと長浜警察署交通課から指摘
を受けました。
特に、自転車事故が多く、今年度になってか
らも登校中に転倒してけがをした人が数名いま
す。
交差点での一旦停止、車道は左側を1列で走
行、横断歩道のないところでの横断禁止、ヘル
メットはあごひもをしっかりと止める。これら
のことを怠ると大事故につながる恐れがありま
す。
「自分だけは大丈夫」なんて保証はどこにも
ありません。自分の命は自分で守るしかないの
です。くれぐれも事故に遭いませんように。

３日(金)
６日(月)
９日(木)
１０日(金)
１３日(月)
１４日(火)
１５日(水)
１７日(金)
２１日(火)
２２日(水)
２３日(木)
２４日(金)

１年生宿泊体験（～４日）
２年生校外学習
１年生振替休日
歯科検診（１年、２－２・３）
生徒大会
英語検定（放課後）
いのちの日
３年生進路学習会（午後）
A 組・B 組合同合宿（～ 16 日）
漢字検定（放課後）
リレーカーニバル（１，２年）
リレーカーニバル（３年）
トイレ掃除ボランティア
補充学習（～３０日）

