
明洋中学校だより 「自主・自律・連帯」 ３月号 ～卒業の時～ 

西部センター・西部公民館 共催 

第75回 グラウンドゴルフ大会 

 校庭の木々の芽のふくらみにも春の訪れが感じられる季節となりました。地域・保護者の皆さま方におかれま

しては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、３月に入り中学校では卒業の時を迎えました。今年の３年生は96人です。それぞれが、自分の夢に向

かって力強く歩んでいってほしいと思います。 

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

「自主・自律・連帯」の校訓を生かした教育活動を行っている 35 47 2 1 14 

教員は、楽しくわかりやすい授業している 22 45 5 1 27 

学校は、いじめや暴力等の防止に努めている 32 42 2 2 22 

学校は地震などの避難体制を整え、安全教育に努めている 43 44 3 0 10 

子供の家庭での学習時間は十分である 15 24 30 24 7 

学校のコロナウイルス対応はほぼ満足できる 60 30 3 0 7 

◇学校アンケートを実施しました 

 明洋中学校では、毎年保護者の方々を対象に学校アンケートを実施しています。本年度は203人、全体の82.1%

の方々に回答いただきました。これからの教育活動に生かしていきたいと思います。一部抜粋して紹介します。 

 Ａ よくあてはまる     Ｂ ややあてはまる      Ｃ あまりあてはまらない 

 Ｄ まったくてはまらない  Ｄ まったくあてはまらない  Ｅ わからない 

◇ブラスバンド部 和歌山県ソロコンテスト 

 ２月14日（日）開智ホール（和歌山市）にて、和歌山県ソロコンテストがあり、下記の生徒が入賞しました。 

 〇第１位 中野 倫太郎（３年） 楽器：ユーフォニアム 

 〇優秀賞 北側 莉優（２年）  楽器：マリンバ 

 〇優秀賞 西尾 心（２年）   楽器：チューバ 

 ※第１位に輝いた中野倫太郎君は、関西大会へ出場します。 

◇『書写会』力作ずらり 

 和歌山県書写研究会主催の「書写会」が行われ、本校からも多くの作品を出品しました。その中で４名が中央

作品賞、29名が金賞に入賞しました。 

 〇中央作品賞 

  硬筆の部  金城 虹心（１年）  千田 和佳奈（１年） 

  毛筆の部  森本 萌那（２年）  木下 菜々子（２年） 

◇第72回 卒業証書授与式   令和３年３月９日（火） 本校体育館にて 

 身体を動かして、心身ともにリフレッシュしませんか？ 

 西部公民館区域在住で小学４年生以上の方であれば、どなたでも参加できます。 

 皆さま、お気軽にお越しください。（事前申込不要） 

◇日時  令和３年４月10日（土） 受付 ８時30分～  開会 ９時～ 

      ※荒天の場合は、翌日11日（日）に延期 

◇会場  天神グラウンド 

◇問合せ 西部センター（電話 ２２－０６９３） 

       

令和３年 春季全国火災予防運動 

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、高齢者を中心とする火災による死者の発生を減少させるとと

もに、財産の損失を防ぐことを目的として令和３年３月１日（月）から３月７日（日）までの一週間、全国

一斉に「春季全国火災予防運動」が実施されます。 

 

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント（３つの習慣・４つの対策） 

 

３つの習慣 

 ●寝たばこは、絶対やめる。 

 ●ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

 ●ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

４つの対策 

 ●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

 ●寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 

 ●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 

 ●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

 

全国統一防火標語 

   「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」 

 

【お問合せ】田辺市消防本部 予防課 ℡：0739-26－9954 



高雄中学校 会議室 
高雄中学校 会議室 

田辺第三小学校 学校だより 令和２年度 『成人の日』記念式典 延期後の日程の決定について 

【 6年生中学校体験入学！ もうすぐ中学生！】 

 先月26日(火)午後、明洋中学校で体験入学を行いました。中学校での授業は教科担任制。ま

た、５０分授業と今よりも５分長くなります。その後、クラブ活動の様子を見学しました。ど

のクラブに入ろうかと楽しみが増えたのではないでしょうか。短い時間でしたが、小学校とは

違った雰囲気を味わうことができました。もうすぐ始まる中学校生活が楽しみですね。 

 ６年生の皆さん、小学校生活のまとめをしっかりしましょう。 

工藤教頭先生に，中学校の様子

を説明していただきました。 
家庭科クラブの活動を見せていた

だき、先生のお話を伺いました。 

ブラスバンド部の演奏を聴かせていただ

きました。とても感動しました。 
屋外では，テニス部が活動をし

ていました。楽しそうでした。 

入賞・入選者の紹介 

◇田・西牟婁郡学校美術展 

【県学校美術展出品】 辻 桃乃 (５年)  武田 真央(６年) 

◇やまなみ創作会 

【入 賞】 上田 倫玖(２年)  神前 佳菜(２年)  尾﨑 泰陽(３年)  榎本 紗麗(６年) 

【準入賞】 成田 大樹(２年)  湯川 愛夏(４年)  武田 真央(６年)  

◇紀南ユネスコ協会世界遺産事業絵画展 

【紀南ユネスコ協会優秀賞】  武田 笑奈(４年)  澁谷 紀代(５年)  大西 うた(６年) 

◇第２９回子どもふるさと絵画展 

【特 選】 木下ゆきの(４年)  水永 誠也(５年)  橋本 瑛蔵(５年) 

【準特選】 田中 心結(２年)  和田 至弘(２年)  丸山 陣 (３年)  西﨑 理音(４年) 

佐武 良祐(５年)  岡本 晴人(６年)  中西帆久斗(６年) 

◇第７４回県科学作品展 

【入 選】 堀木こはる(２年)  尾﨑 泰陽(３年)  堀木 朝日(５年)  坂井 始(５年) 

◇書初め会 中央作品賞 

田中 心結(２年)  堀木こはる(２年)  小坂 心都(２年)  吉岡 花 (３年) 

林 海優愛(４年)  齋藤 悠 (５年)  山本ひより(６年) 

 新型コロナウイルス感染症の拡大のため、延期となっていました令和２年度『成人の日』記念式典は、

下記のとおり開催いたします。 

 開催方法及び式典の内容等は、当初の計画から変更はありません。 

１ 日時  令和３年５月４日（火・祝） 

    ※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催が困難な場合は中止とします。 

     再度の延期は行いません。 

  時刻 対象出身中学校 

１回目 
【受付】９時30分～ 

【開会】10時00分～ 

高雄中学校  秋津川中学校 上芳養中学校  

大塔中学校  田辺中学校 

２回目 
【受付】11時30分～ 

【開会】12時00分～ 

明洋中学校  衣笠中学校  中芳養中学校  

中辺路中学校 本宮中学校 

３回目 
【受付】13時30分～ 

【開会】14時00分～ 

東陽中学校  新庄中学校  上秋津中学校  

龍神中学校  近野中学校 

２ 会場  紀南文化会館 大ホール 

３ 対象  令和２年度中に20歳に達した方 

      （平成12年４月２日～平成13年４月１日までに生まれた方） 

４ その他 

 ⑴ 市に住民票のある方には、３月中旬に案内を送付します。 

  市外に住所を移している方で、成人式の案内を希望される方又は出身中学校が市外の学校の方は、 

   下記までご連絡ください。 

 ⑵ 式典の内容の詳細又は参加に当っての注意事項は、田辺市公式ホームページをご覧いただくか、 

   下記へお問合せください。 

  http://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/kouminkan/seijinshiki.heml 

 

【問合せ】生涯学習課 公民館係（電話 ２６－４９２５） 

     E-mail shougai@city.tanabe.lg.jp 

新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について 

 新型コロナウイルス感染症に対して不安を抱く中、人権侵害に当たる悪質な行為が見受けられます。 

 新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があることを理解し、人権に配慮した冷静な判断を

心掛けていただきますようお願いします。 

 いかなる場合でも、不当な差別、いじめ等は決して許されません。 

【相談窓口】 ❖みんなの人権１１０番（法務省 全国共通人権相談ダイヤル） 

    ０５７０－００３－１１０（平日 ８時30分～17時15分） 

    ❖コロナ差別相談ダイヤル（県） 

    ０７３－４４１－２５６３  ＦＡＸ ０７３－４３３－４５４０ 

                    （平日 ９時～17時45分） 

http://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/kouminkan/seijinshiki.heml

