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修学旅行・校外学習が無事終了しました
５月１７日（水） 第１学年校外学習（城陽市・友愛の丘）

（第 １学年主任 厚地

英人）

１ 年 生 ２ ４ ６ 名 は 『 友 愛の 丘 』 に て、 飯 盒 炊 爨・ ク ラス レク リェ ー ショ ンを 行 い まし
た。学年目標『常笑 喜流』を合言葉に、自分 たちの力で笑顔を作れる学年を目指す第一
歩をこの校外学習の 場で成功させようと、三 役を中心に４月から活動を始めました。し
おりの作成、当日の 仕事の割り振り、決まり について。みんなが笑顔で充実した一日を
過ごすことを目標に連日取り組みました。
当日は天候にも恵 まれ、準備の甲斐あって充実した活動になりました。学級レクリェ
ーションでは、各ク ラスの担当者が様々な取 組を考え、自分たちでどのようにしたら楽
しい時間を過ごせるか、そのためには何が必要なのかを学ぶことができました。
その中で全体をまとめる難しさ、やりがいについて学ぶ機会になりました。
実行委員長が言っ ていたように、この日だけの学びではなく、これからに繋がる学び
にできるよう日々『 常笑喜流』を意識し取り 組んで行き、自立心を育て、思いやりのあ
る心を持った学年に 成長して行くことを期待しています。

５月１８日（木） 第２学年校外学習（高校訪問・京都市内方面）（第２学年主任

有田

篤生）

２年生は校外 学習で「高校訪問」と、班ごとに分かれて「京都の世界遺産めぐり」を
行いました。
事前 に 三役 を中 心に 「Good Start運動」や 「無言清掃」の取組を行う事で、単 に訪
問場所を見学するだ けで終わるのではなく、 学年として一歩成長する事を目標に、取り
組んできました。
当日は慣れない京 都市内での活動の中、予定の時間に遅れそうになったり、乗るバス
や電車を間違える等 、ハプニングもありまし たが、班員と協力する事で乗り越え、無事
に校外学習を終える 事が出来ました。この経 験を来年度の修学旅行に生かしてほしいと
思います。
また「世界遺産め ぐり」を通じて、社会の時間に学んだ事をさらに深めて学習し、実
際にそれを目にする ことで、悠久の歴史を感 じる事ができ、それを次世代へ受け継ぐ事
の 大 切さ を 学ぶ 機 会にな りまし た。

５月１６日（火）～５月１８日（木） 第３学年修学旅行（東京方面）
（第３学年主任 村田 亨介）
今 回 の 修 学 旅 行 の 学 年 目 標 は 、「 革 命 ～ 進 化 だ け で は 終 わ
らない」を掲げ、４月当初から修学旅行実行委員会を立ち上
げ、生徒会本部と各学級の三役会のメンバーを中心に、様々
なルールやきまり事、どうすれば修学旅行が成功するのか等
の話し合いを連日集まって会議を行ってきました。会議を重
ねることで、学年の リーダーとしての自覚も 現れ、修学旅行中には積極的に行動し、行
程を順調に進めるこ とに繋げる場面が多くあ りました。目に見えるものではありません
が、全員が成長でき た三日間であったこと、 そして、三日間とも天候にも恵まれ、計画
していた全行程を無事に終え、帰ってくることができました。

１日目は、東京都内にある７つの企業に分かれ、それ
ぞれ訪問した企業で体験や見学を行ってきました。その
後、 夕食 には 江戸前文化の体験として、「月島もんじゃ」
にある各店舗に各学級ごとに貸し切りで入り、自分たち
で作りながら食べました。今まで体験したことがない経
験ができました。夕食後には日本一の高さを誇るスカイ
ツリーに上り、素晴らしい夜景と絶景を眺めることがで
きました。
２日目 の午前 中は、班別 自主研 修に出 発し、都心エリア
を中 心に都心 学習と して班別自主研修を行い ました。各学
級の 班ごとに 各エリ アを決定し、電車の時間 や経路などを
すべ て自分た ちで事 前に調べ当日を迎えまし た。当日は班
長を 中心に班 員全員 で行動し、チェックポイ ントを通過し
た後 は、外国 から来 られた方を取材し、英語 でインタビュ
ーを しました 。また 、街並みを散策したり食 べ歩きをした
り、 お土産等 を買っ たりすることができ、と ても充実した
時間 と な りま した 。午後からは東 京ディズニ ーランドに
集合 し 、 ディ ズニ ーランド内を満 喫しそれぞ れが楽しい
時間を過ごすことができました。
三日 目 も朝 から 、班 別自主研修 に出発し、東 京の歴史
・文化学習として、浅草・上野エリアを各班が選択して、
班別 自 主 研修 を行 いました。浅草 ・上野の街 並みを散策
し、 今 回 も外 国か ら来られた方に 取材し、英 語でインタ
ビューをしてきました。

楽しい修学旅行もあっという間の３日間でした。
今回の体験を通して、今後の学校生活をさらに充実させ
たものに結び付け、最終の希望進路の実現に向けて歩み出
してくれる事を期待しています。

授業参観・ＰＴＡ総会

ありがとうございました

２７日（土）の授 業参観では、朝早くから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。その後に行われまし たＰＴＡ総会では、今年度の事業計画や予
算案等が承認されま した。参観していただけ る機会は、この後も何度か予定しておりま
すので、田辺中学校 に足を運んでいただき、 生徒たちの普段の様子をご覧いただければ
ありがたいです。

６月行事予定
１日（木）
２日（金）
３日（土）
５日（月）

６日（火）
８日（木）
９日（金）
１２日（月）
１５日（木）
１６日（金）
１７日（土）
１９日（月）
２１日（水）
２３日（金）
２６日（月）
２８日（水）
２９日（木）
３０日（金）

歯科検診（１-１～１-４）
生徒総会
綴喜陸上大会
ＰＴＡ庭園整備
学校公開期間（～７日）
検尿 二次及び一次未提出者（～６日）
部活動懇談会
歯科検診（１-５～１-７）
内科検診 女子（１-５～１-７）
内科検診 男子（２-１～２-４）
内科検診 男子（２-５～２-７）
内科検診 女子（２-１～２-４）
１年熱中症予防教室
山城陸上大会
学校諸費振替日
内科検診 女子（２-５～２-７）
３年進路学習会
期末テスト前部活停止（～３０日）
ＰＴＡ登校指導
心臓二次検診
期末テスト一日目
学校諸費再振替日
期末テスト二日目
期末テスト三日目

