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1学期を終えるにあたり1学期を終えるにあたり1学期を終えるにあたり1学期を終えるにあたり

校長 堀 隆行

早いもので、１学期が終了です。年度初めに、「将来を見据えて自分を伸ばすことができるように、

『キャリア学習』と『学び合い』を中心に据えて教育活動を展開し、『学ぶことが好きで、豊かな心と

体力、粘り強さもった生徒を育て、地域と連携した感動のある学校』を目指します。」とたよりに書き

ました。先輩が後輩の手本となって、様々な活動が展開される中で、一歩一歩、その実現に近付いてい
るように思います。

１年生は、「中学校は変われるチャンス。様々なことに挑戦しよう！」との呼びかけに、しっかりと

応えてくれました。その変わり様は、仲間同士の中でもビックリするほどでした。小学校時代の話を聞

いていたので、毎日の学習の様子や生活態度に、職員から「例年以上にすばらしい！」との声が聞かれ

ました。村内探訪の際には、「今までで最も良いあいさつをする生徒さんたちでした。」とのお褒めの
言葉をいただきました。毎朝、自主的に生徒玄関に立ち、あいさつ運動を続けた生徒がいたのは、まさ

に感動ものです。互いに認め合い、高め合う風土が生まれていることで、これからさらに成長が期待で

きます。

２年生は、いよいよ３年生からバトンタッチされて、活動の前面に立つ時期となりました。地区大会

から帰ってきて、すぐに自主練習を始めたり、生徒会執行部の活動の中で、積極的に取り組んだりと、
これからが楽しみな行動が見られるようになってきました。３年生の意思を引き継ぎ、更に弥中を発展

させてくれるものと期待しています。

３年生は、部活動で最後の大会を終え引退する人がほとんどですが、これまでの練習への取組や試合

での必死な態度を見た後輩に、感動とやる気を与えてくれま

した。部活動での新たな１ページ記してくれました。２学期
行われる体育祭と合唱コンクールで、これまでにない素晴ら

しいものを見せてくれると期待しています。

夏休みにあたり自分を伸ばすための二つの話をします。

１つ目は、考えたら行動しようということです。たった一

度の人生、やらないで後悔することはやめましょう。志を立

てて、行動することに意義をもたせましょう。失敗しても、
それは皆さんの力になります。一生懸命取り組めば、応援し

てくれる人が出てきます。人にしてもらって良かったことは、

自分もやりましょう。それが自分を伸ばし、周囲を伸ばすこ

とになるのです。

２つ目は、自分の心を映す鏡をもとうということです。
鏡はありのままを映しますが、心のゆがみまでは映し出し

ません。人は自分の考えや振る舞いの誤りを自覚しにくい

ものです。しかし、求める心や謙虚な心があれば、心の鏡

はどこにでもあります。自分の周囲にあるものは、全て自

分の心の鏡にしましょう。周りをよく見て、周りの人の声
に耳を傾けましょう。自分のことを客観的に見るために、

よく見て聞くことが大切なのです。みんなが、謙虚で、素

直な心で生活すれば、自分を伸ばしていけるのです。

さあ、有意義な夏休みにしましょう。
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新潟地区大会結果
陸上競技開催期日：６月２９日(木)、３０日（金）
◎陸上競技部◎陸上競技部◎陸上競技部◎陸上競技部 □が県大会進出
〈男子〉共通 ２００ｍ ３位 鈴木 ２３秒６８ 予選２４秒１１ 準決勝２３秒８２

安達 ３１秒５２

共通 ４００ｍ １位 鈴木 ５４秒９３ 予選５４秒５２ 準決勝５３秒５３
共通１５００ｍ 難波 ４分５９秒６１ 羽田 ５分０６秒９０

共通３０００ｍ 難波 １０分４８秒１８ 前山 １１分０２秒０７

共通走幅跳 ３位 大矢 ６ｍ２５

藤田 記録なし

〈女子〉共通 １００ｍ 田中 １３秒５５ 渡辺 １４秒１８
共通 ２００ｍ 田中 ２８秒８２ 柄澤 ２９秒７９

共通 ８００ｍ ４位 諸橋 ２分２５秒２７ 予選２分２５秒９６

齋藤 ２分３６秒３２

共通１５００ｍ ５位 諸橋 ５分００秒５６ 予選５分１１秒６５

１２位 藤原 ５分１０秒６３
共通１００ｍＨ 五十嵐 １７秒６９

共通４×１００ｍＲ 渡辺・五十嵐・佐藤・田中 ５３秒９０

共通 走幅跳 川上 記録なし 堀川 記録なし

共通 砲丸投 齋藤 記録なし 滝本 記録なし

共通 四種競技 佐藤 ８位 １９３６点
１００ｍＨ １７秒１８（５７６点）

走高跳 １ｍ３６（４７０点）

砲丸投 ７ｍ４６（３６５点）

２００ｍ ２９秒４０（５２５点）

各種大会開催期日：７月５日(水)、６日(木)

◎女子バレーボール部◎女子バレーボール部◎女子バレーボール部◎女子バレーボール部
対西川中 ０－２ で２回戦惜敗 県大会出場ならず

◎卓球部◎卓球部◎卓球部◎卓球部 １回戦 鈴木 ０－３ 鳥屋野中 負け
２回戦 新保 ３－１ 西川中 勝ち
３回戦 新保 １－３ 黒埼中 負け 代表決定戦へ

代表決定戦１回戦 新保 ０－３ 新津一中 負け 県大会出場ならず

◎男子ソフトテニス部◎男子ソフトテニス部◎男子ソフトテニス部◎男子ソフトテニス部
団体戦
対新津第一中 ３－０ 勝ち 対内野中 ０－３ 負け 予選リーグ２位で敗退
個人戦
丸山・立島ペア 対山の下中 ０－４ 負け 対真野中 ４－０ 勝ち
松宮・山田ペア 対東新潟中 ４－２ 勝ち 対巻東中 １－４ 負け
いずれも予選リーグ２位で敗退

◎女子ソフトテニス部◎女子ソフトテニス部◎女子ソフトテニス部◎女子ソフトテニス部
団体戦
対巻東中 ０－３ 負け 対小須戸中 ０－３ 負け 予選リーグ敗退
個人戦
北村・志田ペア 対巻西中 ０－４ 負け 対松浜中 ３－４ 負け 予選リーグ敗退
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◎柔道◎柔道◎柔道◎柔道 団体戦 予選リーグ２位 で決勝トーナメントへ
決勝トーナメント 対 亀田中 ２勝２敗１引き分け 内容差で惜敗

個人戦
〈男子〉５５ｋｇ級 丸山 １回戦惜敗

６０ｋｇ級 武石 ２回戦惜敗
６０ｋｇ級 那須 ３位 県大会進出３位 県大会進出３位 県大会進出３位 県大会進出
７３ｋｇ級 竹内 ３位 県大会進出３位 県大会進出３位 県大会進出３位 県大会進出

〈女子〉６３ｋｇ級 竹野 ３位 県大会進出３位 県大会進出３位 県大会進出３位 県大会進出

◎水泳◎水泳◎水泳◎水泳
４００Ｍ 自由形 ４位 ４：２４,６６ 泉 県大会進出県大会進出県大会進出県大会進出
４００Ｍ 個人メドレー ３位 ５：０１,８３ 泉 県大会進出県大会進出県大会進出県大会進出

全日本中学校通信陸上 新潟県大会結果
７月１４日（金） ビッグスワン７月１４日（金） ビッグスワン７月１４日（金） ビッグスワン７月１４日（金） ビッグスワン

◎男子共通 走 幅 跳 ３位 大矢 ６ｍ２０ 北信越大会進出決定！北信越大会進出決定！北信越大会進出決定！北信越大会進出決定！
◎２年男子 １００ｍ １位 鈴木 １１秒６４ 北信越大会進出決定！北信越大会進出決定！北信越大会進出決定！北信越大会進出決定！

７／１２ ＰＴＡ懇談会
今年も３０名以上の保護者の皆様から参加しただきました。弥彦村教育委員会から渡部指導主事をお

招きし、教職員も混ざり８つのグループで話し合いを行いました。

テーマは、「「「「やる気気気気をもって家庭学習家庭学習家庭学習家庭学習に取取取取り組組組組むには ～～～～やる気気気気スイッチの探探探探し方～」方～」方～」方～」でした。
学校でできることは何か？ 家庭でできることは何か？ 学校と家庭で共通して取り組めることは何

か？ どんな環境を整えればよいのか？ 目標の立て方、などなど。正解はないわけですが、「最適解」

を求めて意見を交換しました。

各家庭でも「最適解」をめぐり、話し合ってみてはいかがでしょうか。一人でも多くの生徒が充実し

た夏休みとなるよう期待しています。ＰＴＡ生活指導部の方々に感謝いたします。ありがとうございま

した。
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７／２４ 終業式の発表
私が１学期がんばったこと

１年１組 丸山
私が１学期がんばったことは、体育の授業です。私は小学校の時まで体育が嫌いでした。なぜなら、

リレーや５０ｍ走などの競技はいつも最下位で終わって、マラソン大会は上位は取れずにいつも最下位

に近い順位だったからです。また、シャトルランもいい結果が出せずに、いつも「あ～ぁ」という残念
な気持ちで終わってしまいました。

でも、中学生になって初めての体力テストで、６年生の時のシャトルランよりいい回数が取れました。

小学校の時は体育が嫌いでおもしろいとも思わなかったけど、今は苦手だけどおもしろいと思うことが

たくさんあります。体育のテストの結果はよくなかったけど、２学期のテストではいい点を取りたいと

思います。
これからも、体力テストでもっといい記録が出せるようになりたいので、積極的に体を動かしたりし

てもっと体力がつくように日々の授業で練習を積み重ねて、最後に満足がいく終わり方ができたらと思

います。

あと、２学期からは、忘れ物と提出物などをしっかりしてなるべく忘れ物をしないようにすることと、

提出物の期限などをしっかりと守っていきたいなと思っています。これからも予定をしっかり確認して、
朝は余裕をもって学校に行けるようにしたいと思いました。

１学期を振り返って
２年１組 藤田

ぼくは、１学期を振り返って思ったことが３つあります。

一つ目は、学習についてです。定期テスト前は勉強せずに遊んでばかりいました。その結果、やっぱ

りいい点は取れませんでした。２学期は毎日勉強して、平均点までいけるようにがんばりたいと思いま
す。

二つ目は地区大会についてです。ぼくは陸上競技部に所属していて、走幅跳に出場しました。しかし、

練習が足りずに全部ファールで記録なしでした。次の大会ではファールをしないように練習していきた

いです。

三つ目は習い事のサッカーです。ぼくは新潟市のクラブチームに入っています。先日、クラブユース
選手権という大会で、北信越大会を勝ち進み、全国大会出場を決めました。全国大会には鹿島アントラ

ーズやガンバ大阪など、強いチームや日本代表選手がたくさん集まるので、とても楽しみでわくわくし

ています。

２学期は１学期よりも明るくすがすがしいあいさつを心がけ、勉強も運動もレベルアップできるよう

にがんばります。

１学期の振り返りと２学期への抱負
３年１組 山宮

僕は、１学期を振り返り、二つのことを考えました。

一つ目は、学習です。どの授業もしっかりとした学習態度で真面目に取り組めたと思います。しかし、

定期テストでは前半のテスト勉強を少ししかしていなかったため、残り一週間で急いでやることになり、

あまりいい点数がとれなかったと思っています。だから次のテストでは、計画的に夏休みからコツコツ

と勉強していい点数をとれるようにしたいです。

二つ目は、部活動です。ソフトテニス部に所属していますが、今年が最後だったので、毎日一生懸命

練習しました。結果は地区大会に勝ち進むことができ、とても充実した楽しい３年間でした。

２学期は勉強・行事ともに頑張りたいです。勉強では、 授業を今まで以上にしっかり受け、第２回

・第３回の定期テストではどちらも点数を上げていきたいです。行事は、体育祭・合唱コンクールなど

たくさんあります。どの行事も最後なので全力で取り組み、良い思い出になるようにしたいです。


