〇規則正しい生活をすること
寝る時間と起きる時間，勉強する時間を固定して，生活リズムを整
え，規則正しい生活を送ることを心がけましょう。
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まだまだ続く
新型コロナウイルス感染症

心配な通学マナー
最近，地域の方から下校時のマナーについて注意をいただくことが
あります。生徒の安全を気にかけてくださっているのだと思います。

〇計画を立てること

交通ルールをしっかりと守り，通学マナーを良くしていかなければな

部活動や家族とのイベントなどを把握し，学習計画を立てましょう。
勉強するときはする，遊ぶときは遊ぶというようにメリハリをもって

りません。交通ルールは命に関わることです。ご家庭でもお話をして
いただくようお願いします。学級では次のように伝えています。

過ごしましょう。

〇過ごし方には気をつけること
学校でも，
「夏休みにおける生徒の生活心得」を配布しています。自
分の身は自分でしっかりと守ることを心にとどめ，安全で健康的な夏

●歩道がない場合，徒歩通学は右側通行，自転車通学は左側通行で，
それぞれ１列で登下校する。
●歩道においては，徒歩通学，自転車通学，それぞれ１列で登下校
し，歩道いっぱいにならないようにする。

休みにしましょう。

●必要以上にスピードを出さない。時間に余裕をもって行動する。

非行防止教室

●無意味に留まったり，寄り道をしたりせず，登下校をする。
※7 月３日にお知らせしましたが，通学時の生徒の送迎は，正門では

７月２０日（月），スクールガードリーダーの

6 月１日に学校が再開されて 2 か月が過ぎました。しかし，現在も

金口浩二さんと広島大学前交番巡査部長さんの

行わないようにお願いします。

全国的に多くの感染者が出ています。このような状況を踏まえ，新型

お二人をお招きして，３年生を対象に非行防止

コロナウイルス感染症の拡大防止対策を引き続き徹底させる必要が

教室を実施しました。１・２年生には同じ内容で

３年生がんばっています

あります。学校生活では，生徒はマスクを着用したり，教室の机を

学級指導を行いました。タイトルは，夏休みに向

１ｍ離したり常時換気をしたりするなど，３密（密閉・密集・密接）

けて，
「インターネットに潜む危険

～命を大切に～」でした。SNS

実施状況調査の結果を公表し

の状態を作らないように注意を払っております。夏季休業に入りまし

文部科学省は，全国の公立小中高を対象にした令和元年度英語教育
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やスマホは大変便利なアイテムですが，使い方を誤るととんでもない

ました。
「英検３級」以上の力

ても，ご家庭において新しい生活様式のもと，手洗い，うがいを心掛

事態を引き起こします。スマホの利用については，子供任せではなく，

があると考えられる中学 3 年

け，外出の際にはマスクを着用するなどの注意をして生活していただ

保護者の方がしっかりと管理していただくようお願いします。本紙の

生の割合をまとめたのが以下

きますようお願いします。

裏面に，交通指導に関するお話をまとめたものを掲載しています。夏

の表です。中央中の数値は，市

西日本豪雨災害を忘れない

休みを迎えるにあたり，是非ご家庭で話し合ってみてください。

で実施された英検 IBA テストによる結果です。中央中は，全国，県平

三者懇談＆資源回収

均を上回る結果を残しました。３年生がんばっています。

平成３０年７月６日，西日本を襲った豪雨により，中国地方，特に
東広島市を含めた広島県は甚大な被害を受けました。そこで，昨年度
同様に，今年の７月６日に全校で黙とうし，この日から１週間，半旗
を掲げました。今年度も，梅雨の季節に線状降雨帯による大雨が降り
大きな被害がありました。過去の事ではなく，今年も災害が起きてい
るので，大雨の際の行動や避難場所など，ご家庭でもご確認ください。

いつもと違う夏休み！
いよいよ，１６日間の夏休みが始まります。お盆明け１７日には前
期後半がスタートします。いつもより短い夏休みは，あっという間に
終わってしまいます。特に，学校が再開して，疲れがたまってきた頃
だと思います。意識して休養をとり，エネルギーを蓄えることも必要
です。そこで充実した夏休みにするためのポイントを挙げます。

〇家庭でも新しい生活様式を
家庭でも，うがい，手洗い，外出時のマスクの着用をお願いします。

８月３日（月）～５日（水）は三者懇談を予定しています。
１・２年生

8 月３日（月）・ ４日（火）

３年生

８月３日（月）～５日（水） 午後

はありません。
三者懇談では，生徒・保護者・担任の三者で前期前半の学習や生活
を振り返り，夏休みの過ごし方について話し合いたいと思います。ご
多用のこととは思いますが，よろしくお願いします。
また，三者懇談期間中においては，アルミ缶・新聞・雑誌・段ボー
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体罰セクハラ相談窓口 【０８２－４３１－５０５５】
担当者

終日

３年生は，午前中に３時間の補充を行い，午後から懇談です。給食

広島県

心の
サポーター
スクール
カウンセラー
体罰
セクシュアル・
ハラスメント，
相談窓口

灰山 久美子
光原 貴美子

髙田

広

来校曜日
月曜日
水・木曜日

11：00～17：00

火・金曜日

9：00～15：15

毎週木曜日

１１：35～16：40

特 支 Co. 吉野 裕美
養護教諭 山田 康恵
主幹教諭 刎本 英博

時

間

相談場所

9：00～13：00

相談室

生徒に対する体罰，セクシュアル・ハラ
スメントの早期発見と被害の拡大を防ぐ
ことを目的としています。何かありまし
たら，遠慮なくご相談ください。

ル等の資源回収も行います。木工室前
のテントにて収集いたしますので，来
校の際にお持ちください。ご協力をお
願いします。

裏面に続く

総体 力を尽くして!!

創立１０周年に向けて

７月２１日（火）に市総合体育大会のトップを切って，陸上競技の
部が行われました。そのほかの競技は，多くが 25 日（土）・２６日
（日）に行われ，８月２日（日）の剣道の部が最後となります。３年
生にとって最初で最後の大会となりました。コンディションの調整が
難しい中，日ごろの成果を発揮し大いに善戦しました。入賞結果は次
の通りです。

創立１０周年を記念して，PTA が横看板を作ってくださいまし
た。グランド道路側に掲げています。１０年という節目を迎えて，
これから中央中学校がさらに発展し，そこで学ぶ生徒がますます成
長していけるように，地域の方々と心をひとつにしてがんばってい
きたいと思います。ありがとうございます。

広大前交番の巡査部長さんのお話
～登下校について～
非行防止教室で，広大前交番の巡査部長さんより，次のような
お話をいただきました。

陸上の部 総合２位

１
【団体】
総合 第 2 位

であるということです。
女子総合 第１位

温故知新～校訓編

【個人】
共通女子 ２００ｍ
第３位（大近 玲奈）
共通女子 １００ｍＨ
第１位（小畠 芽）
共通女子 １００ｍＨ
第３位（小畠 碧）
共通男子 ４×１００ｍＲ
第２位
（田中 拓哉，髙橋 稜空，阿部 夏基，清水 虹輝）
共通女子 ４×１００ｍＲ
第２位
（脇 陽菜佳，小畠 芽，大近 玲奈，長門 美佑）
共通女子 走幅跳
第２位（萩原 菜々子）
第３位（林 舞陽）
共通女子 走高跳
第１位（堀部 小波）
１年男子 １００ｍ
第３位（吉田 陽翔）
２年女子 １００ｍ
第１位（長門 美佑）
２年男子 １５００ｍ
第１位（本宮 優心）
１年女子 ４×１００ｍＲ
第１位
（光平 羽来，重松 柚杏，林 舞陽，萩原 菜々子）
１年女子 走幅跳
第１位（重松 柚杏）
第２位（髙尾 萌椛）
第３位（清水川 怜海）
ＯＰ女子 １００ｍ
第２位（伊藤 美空）

創立１０周年を迎えるにあたり，自分たちが普段当たり前のもの
としてみているものに，もう一度目を向けることで，これからの心
持を新たにできることがあると思います。設立当時の中央中プライ
ドに思いを馳せてみたいと思います。

【中央中学校校訓】
「和心」
和の心で人に接し，日本の伝統文化の大切さを自覚し
て，国際社会に貢献できる人間の育成
「礼節」
礼儀と節度を重んじ，当たり前のことが当たり前にでき，
社会の一員として尊敬される品性ある人間の育成
「進取」
自ら進んで目標を定め，それに向かって真剣に努力し，
未来を切り開いていける人間の育成

8 月の主な行事予定

サッカー部，男子バスケ部優勝

8/１日（土）
２日（日）
3 日（月）・４日（火）
3 日（月）～５日（水）

２５・２６日大会結果
【団体】
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
男子ソフトテニス部
【個人】
男子ソフトテニス部

自転車に乗るということは，軽車両（車の一種）の運転手

第１位
第３位
第３位

サッカー部
男子卓球部
女子ソフトテニス部

第２位 （大曲 李空・有田

第１位
第３位
第３位

凌羽ペア）

９日（日）～１６日（日）
１２日（水）～１４日（金）
１６日（日）
１７日（月）
２２日（土）～２７日（木）
２５日（火）～２７日（木）
３１日（月）～９/１日（火）

夏季休業日開始
市総体（剣道）
1・2 年生三者懇談（終日）
３年生補充（３時間）
午後三者懇談
部活動一斉休養
学校一斉閉庁日
夏季休業終了
前期後半開始，４時間，給食開始
部活動停止（２７日朝練まで）
前期期末テスト
習熟度テスト（１～３年生）

※８月１２日（水）～１４日（金）は東広島市学校一斉閉庁日のため，学校
も閉まります。部活動もありません。緊急連絡は東広島市教育委員会
学事課（４２０－０９７５）までお願いします。

①

正しく運転する義務があります。

②

被害者にも加害者にもなり得ます。つまり，歩行者と事故
を起こせば，法的にも罰せられるということです。

２

被害者にならないためには

①

自転車に乗るときには，周囲の確認が必要です。

②

自転車運転は，右側後方の確認が重要です。
（乗り始め，横
断歩道，曲がるとき）

③

中央中学校の周辺は，自動車の初心者運転者（広大生が多
数）と高齢運転者が県内で特に多い地域なので，とても危
険です。初心者運転者は，自分の事で精一杯で周囲に注意
が十分に向かないことがあります。また，高齢運転者は，
まだまだ大丈夫と過信して運転することで事故につなが
るケースがあります。

３

加害者にならないためには

①

自転車の 2 列，3 列等の複数列での登下校は，非常に危険
です。

②

自転車で，2 列で走行中に互いに接触し，転倒したりガー
ドレールに衝突したりするケースがあります。場合によっ
ては，大けがをしたり，死亡したりするケースもあります。
また，自転車での事故の場合は，過失（注意義務に違反す
る状態や不注意）が適用され，場合によっては，警察に身
柄を拘束される可能性もあります。

４

交通事故は，命に関わることです。

