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ねばり強くやり抜こう」

今年度も、「確かな学力の向上」「豊かな心の育成」「健康な体づくり」の３つを柱にして、
「生徒が生き生きと輝く学校」を目指していきます。 今年の合い言葉「 今よりも 一歩前へ 」

校長

長谷川

浩志

命の大切さ＜自分の命は自分で守る知識と技能を＞
私たちにとって、この夏休みは忘れられない、忘れてはならない夏休みとなりました。
１学期の終業式で願った、２学期の始業式には全員が元気な顔でこの場に集うことが叶わず、
不幸な事故で大切な命が失われてしまいました。
改めて、ご冥福をお祈りするとともに、「２度とこのような痛ましい事故は起こさない」「なく
なった尊い命を無駄にしない」ことを、生徒・職員一同で再度確認しました。
全国的にも、交通事故を始め登山や海水浴・釣りなどでの事故、最近では広島や北海道での豪
雨による土砂崩れなどで多くの方の命が失われています。特に幼い子のニュースを見るたびに、
命があれば、これからいろいろな可能性が花開き、笑ったり感動したりしながら、人生を送るこ
とができただろうにと思わずにはいられません。また、亡くなった方の周囲の方々の悲しみや無
念さを感じるたびに、「命は自分だけのものではない」ということを痛感します。生徒たちには
自分のため、自分を愛してくれる人のためにも「命」を大切にすることを第一に考えてもらいた
いと思っています。
そのためには、自分の命は自分で守るといった意識・知識・技能を持たなければなりません。
最も大切なことは、ルールを守る意識と行動です。命に関するルールができた背景には、必ず
亡くなった命があります。自分だけは大丈夫、このくらいなら大丈夫と思わずに、ルールを守る
ことを大事にしてそれを行動に移させていかなければなりません。ルール上の制限は、１人１人
の命を守るためにあるのですから是非ご家庭でも、ルールを守ることの大切さを教えていただき、
指導していただくことはもちろんですが、率先垂範して子どもたちに行動で示してくださるよう
お願いいたします。
次に、知識と技能を身に付けることです。学校では、保健体育の授業、学級活動や総合などの
体験活動、また救命救急法などの特別指導など多くの場で、自分の命を守る知識を学んでいます。
また、命の大切さは道徳の授業や社会科などの教科でも学びます。できる限り、体験を通しなが
ら一つ一つの知識や技能を自分の日常に結びつくように指導しています。しかし、限られた時間
と施設・設備の学校では、その体験には限界があります。これもまた、ご家庭や地域の中で多く
の体験を通して、様々な知識や技能を身に付けてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
改めて、「命を大切にする」「２度と事故は起こさない」「亡くなった尊い命を無駄にしない」
ことを我々の使命と受け止め、生徒、保護者、地域の方々、学校職員が一緒になって行動してい
きたいと思っています。これまで以上のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
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２学期＜自ら挑み自ら伸びる充実期＞が始まりました
２学期は、１学期に学習した知識や技能を実際の行事などに自分から挑戦することで、自分の
力がどの程度ついているかを確認し自信につなげる学期です。
学習面では、１学期で学び自分なりに考えた学習方法や計画づくりをもとに、授業・家庭学習
に取り組み、２回の定期テストに挑戦し結果を出していく学期です。３年生は、それに加え自己
の進路に向けた学習に全力を傾ける学期になります。
また２学期には、体育祭、文化祭といった大きな行事（体験活動）があります。全体の目標、
自分の目標に向って、１学期で学んだ「計画的に実行していく力」「他と協力して多少の困難を
乗り切る力」そしてそれを支えるコミュニケーション力をフルに使って、自分の成長を確かめ
る学期でもあります。
そして部活動では、３年生が引退し２年生が先頭となり練習に大会に臨む学期となります。夏
休みから始まっている部活動もありますが、今学期がその部活動の基盤や雰囲気を決定していき
ます。是非部員全員が、自分の部こそ荒中を代表する部活動であるといった誇りを持てる部活動
にしていってもらいたいものです。その意味からも２学期は、ややゆとりのある時間の中で基本
的な体力や技能を向上させる学期であるとも言えます。
これらのことを目指す学期ですが、すべてのことに共通してその基盤となるのが時間の有効活
用です。時間を有効に使うためにも基本的な生活習慣を確立する必要があります。夏休みで崩れ
がちになっている生活習慣をしっかり整させていきたいものです。学校では、生活習慣の授業や
生活習慣アンケートなどを通して指導していきます。
充実するべき学期ですが、その分１学期に学んだことが身に付いているかどうかが試される学
期でもあります。目標が達成されなかったり、進路への不安がでてきたり、部活動への取組姿勢
の違いがあったり、行事を行う上での問題がでてきたりと、２学期は問題の多発する学期とも言
えます。学校でも、きめ細かく１人１人を見ていきますが、ご家庭でもちょっとした変化に目を
向けていただきご支援、ご指導をしていただくようお願いいたします。問題が起こるのが当たり
前の学期です。問題を材料としてプラスに転換していくようにしていきましょう。

学校評価のお知らせ
１学期末のアンケートへのご協力ありがとうございました。生徒の自己評価なども併せて、現状の
把握や学校の取組みの振り返りを行いましたので、ご紹介いたします。
グラフの最も濃い色が、肯定的な回答をした生徒の割合です。次に濃い色が否定的な回答をした生
徒、最も薄い色は未回答の生徒の割合です。
【授業アンケート】

～次回は学校生活アンケートを掲載します～
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肯定的な回答
＝そう思う、まあそう思う
否定的な回答
＝あまりそう思わない
まったくそう思わない

教科共通の設問では、ほとんどＡ評価の８０％以上となっています。中でも説明による授業に
は「分かりやすい」「理解している」との回答が９０％を超えておりよい傾向と判断できます。
しかし、話し合いや、発表場面がやや不足しており、１時間ごとのまとめが７０％台のＢ評価
となっています。今後、課題を用いて話し合いや発表を行うことで思考力や判断力を伸ばす。そ
して、１時間ごとののまとめの時間を確保することで、理解の確認や家庭学習に結びつける授業
を更に進めていきたいと考えています。
下の設問は、教科担当に対しての評価です。回答は、「よい」と「改善してほしい」の２択と
なっています。色の最も濃い割合が「よい」次に薄い割合が「改善してほしい」、最も薄い色の
割合が未回答です。「よい」が８０％を超えている設問は、声の大きさ・話す早さ・板書の仕方
で、「改善してほしい」は、すべての設問で１～２％となっています。
今後各教科担当が、自分の担当学級それぞれの数値を反映した授業を行っていきます。

未回答が多いのは、教科への
回答ができにくい設問があるた
めと考えられます。
（例えば、保健体育における板
書の仕方といった設問）
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がんばりました

９月の予定

【新潟県中学校総合体育大会】
陸上 共通砲丸投げ ３位 金子すみれ
卓球 男子個人
優勝 石山 慎
剣道女子団体
惜敗
【北信越中学校総合体育大会】
陸上 共通砲丸投げ ８位 金子すみれ
卓球 男子個人
優勝 石山 慎
【全国中学校総合体育大会】
卓球 男子個人 ２回戦惜敗

石山

慎

【下越吹奏楽コンクール】
中学校ＢⅡの部
銅賞
県大会は、運動部に入部している多くの生徒
の目標です。その県大会を勝ち抜き北信越、全
国へ駒を進めたことは、本当にこれまでの努力
の何者でもないと思います。本当におめでとう
ございました。
部活動を終わった３年生は、いままでよく頑
張りました。３年といっても長いものです。部
活をがんばることができたことを自信に、また、
部活で学んだことをこれからの生活に学習に生
かしていってください。

９月は体育祭があります
日時
場所
連絡

平成２６年９月６日（土）
８時３５分から午後３時２０分（予定）
荒川中学校グラウンド
・６日実施の場合は８日代休
・６日中止の場合は学校は休み
７日以降順延
７日に実施した場合は８日代休

９月は定期テストがあります
範囲発表 ９月１１日（木）
実施日・教科
２５日（木）
１年
２年
１時間目
学活
学活
２時間目
数学
社会
３時間目
社会
国語
４時間目
英語
理解
２６日（金）
１年
２年
１時間目
理科
数学
２時間目
国語
英語

３年
学活
英語
数学
国語
３年
社会
理科
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日 曜
主なできごと
１ 月 全校朝会 夏季大会表彰
学年練習、連合練習
２ 火 Web学力向上テスト（国語）
全校種目練習① 連合練習
３ 水 Web学力向上テスト（数学） 部活なし
予行練習 全校種目練習② 連合練習
スクールカウンセラー来校日
４ 木 Web学力向上テスト（英語）
予行練習 連合練習
５ 金 連合最終練習 前日準備
部活なし
６ 土 体育祭（弁当等準備）
部活なし
７ 日
８ 月 ６日振替休日
９ 火 月曜授業 生徒会代表協議会
部活終了時間17:45 完全下校18:00
10 水 あらかわ学習Ｄａｙ
部活なし
村上高校オープンスクール
スクールカウンセラー来校日
11 木 学年朝会
定期テスト範囲発表 PTA広報部会
12 金
13 土
14 日
15 月 敬老の日
16 火 生徒朝会 郡市駅伝競走大会激励会
17 水 あらかわ学習Ｄａｙ
部活なし
スクールカウンセラー来校日
18 木 学年朝会
第2回学校評議員会
19 金 郡市駅伝競走大会（グリーンパーク）
テスト前部活停止 学習会・質問教室
20 土 新しい鉄道林植樹式
私の主張新潟県大会（村上ふれあいＣ）
21 日
22 月 秋の交通安全開始 学習会・質問教室
23 火 秋分の日
24 水 学習会・質問教室
25 木 第２回定期テスト１日目
諸経費引落し日
26 金 第２回定期テスト２日目
生徒会専門委員会
部活開始
27 土
28 日
29 月 健康ランニング強調週間開始
30 火 １・２年生貧血検査

