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最高の思い出と成長した自分を実感できる２学期に
大きな事故や事件がなく２学期の始業式を迎えることができました。夏休み中、出会う生徒たちが
輝く笑顔であり充実した夏休みを送っているのだなと感じていました。２学期の生徒たちの活躍が楽
しみです。ご家庭でのご指導ありがとうございました。
始業式の学年代表生徒の「２学期の目標」も、しっかり自分を振り返り、課題を捉え、その解決に
向けた決意を発表してくれました。以下に要約ですが、各学年代表の２学期の目標を載せます。
１年２組 志村 拓人 さん
２学期の目標は、勉強と体育祭を頑張ることです。１学期の定期テストの反省を生かして、予
習や復習を頑張り、２学期の定期テストに臨みたいと思っています。体育祭では、先輩に迷惑が
かからないように頑張っていこうと思っています。また、他の行事も頑張ります。
２年１組 徳富 寛大 さん
２学期の目標は３つあります。１つめは学校行事です。体育祭では赤連合で協力して頑張りた
いと思っています。また、青雲祭ではクラスが一致団結して学年優勝を目指したいです。２つめ
は定期テストです。すべての教科で１学期を超えるように、２週間前からこつこつ頑張っていき
たいと思っています。３つめは部活です。３年生が引退し、夏休み中から２年、１年で活動して
います。今後は、１年生に教えながら自分の技術を上げていけるよう頑張りたいと思っています。
３年２組 田中 大晴 さん
２学期の目標は２つです。１つは、体調を整えることです。これから受験勉強が本格化する中
学習時間を１日も無駄にしないように健康管理に気をつけていきたいと思っています。２つめは
真剣に学習に取り組むことです。１・２年の成績を見ると、自分の学習に対する姿勢にムラがあ
ったことが分かり悔しく思っています。これからの残りの時間をムラなく真剣に取り組んでいき
たいと思っています。夏休み中もなかなか点数が伸びず悩みました。また、勉強する意義に疑問
を感じたこともありました。このようなことは、これからもあるとは思いますが、勉強する価値
や重要性は将来分かってくると信じて頑張っていきたいと思っています。
学年代表の３人が語ってくれたように、２学期には勉強をベースとして大きな学校行事が２つあり
ます。そこで、２学期は前半後半の２つの時期に分かれる学期です。
前半の９月・10月は行事をとおして自分を高める時期です。
生徒たちに体育祭当日の運営を任せ、実行委員会を中心にそれぞれが担当する役割を責任を持って
果たすことで体育祭を成功に導いていってもらたいと考えています。今の生徒たちならできると信じ
ています。自分たちがつくり、自分たちがやり遂げる体育祭で感動の涙を流させてやりたいと思って
います。きっと最高の思い出とともに、一段と成長した自分を実感できるはずです。悩むことも多く
あると思います。ご家庭でも、話を聞いたり、励ましたりご支援をお願いします。
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後半の11月・12月は、じっくり自分自身を見つめ、新しい環境や段階への準備を始めていく時期に
なります。
１年生は、「先輩となる」準備です。自分がどの程度成長したのか、先輩と呼ばれるために、今後
何が必要なのかをじっくりと考えてもらいたいと思っています。入学してくる小学校６年生の１年間
の成長と自分が中学校で成長した度合いが試されます。
２年生は、「最上級生となる」準備です。部活動では新チームとして夏休み中は２年生が中心の練
習となりました。今度は学校全体のリーダーとして、自分はやっていけるのか、どこを修正し、何を
身に付けていけばいいのかを「生徒会役員選挙」などをとおしてじっくりと考え、行動に移していく
時期です。
３年生は、「進路を考え進学に悩み、新しく始まる環境に向う」準備です。自分の進路と真っ正面
から向きあい、自分の将来を見通しながら進学を考え、力を出し切る時期です。勉強の成果は、努力
と正比例に表れてはくれません。個人差はありますが、頑張り始めてから３ヶ月くらいで成果が出て
きます。そこまで思ったように結果につながらないことが多くあります。逃げ出したくなる、投げ出
したくなる時期をいかにねばり強くがんばれるかがポイントとなります。３年生の保護者の皆様は自
分のことのように不安になるかもしれませんが、学年部の職員と二人三脚で生徒を支えてくださるよ
うお願いいたします。
最後になりましたが、夏の疲れや生活リズムの変化で体調を崩しやすい時期でもあります。健康が
基盤です。ご家庭での生活リズムづくりをよろしくお願いします。また、日が短くなってきました。
大阪での悲惨な事件もあった折です。夜間の外出などはできるだけ控え、どうしてもといった場合は
十分気をつけてくださるようお願いします。

賞

状

伝

達（夏休み中の頑張りを見てください）

【下越吹奏楽コンクール】
7月26日（日） 新潟テルサ
中学校Ｂの部Ⅱ 銅賞

【胎内市ジュニア卓球大会】
中学1年男子の部
1位 佐藤 恭祐
２位 志村 怜威
３位 柏櫓 郁斗
５位 伊藤 貴史
渡邊 健
齋藤 嶺
中学2・3年男子の部 １位 村井 杏伍
２位 笠原涼太郎
３位 德富 貫大
５位 齋藤 駿
山田 航大
中学2・3年女子の部 ５位 松田 理彩

【新潟県総合体育大会】
7月25日（土）、26日（日）
陸上競技大会 新潟市陸上競技場
共通走幅跳
４位 上野 夏人
共通三段跳
４位 上野 夏人
共通砲丸投
８位 加藤 悠太
共通四種競技
４位 磯部
萌
【新潟県総合体育大会出場結果報告】
＜卓球大会＞
個人戦
阿部 友哉（３年） 対内野中
＜バドミントン大会＞
個人戦ダブルス
小島・佐藤組 対越路中

×
×

【全日本卓球選手権大会（カデットの部）
新潟県大会新発田支部予選会】
１年生以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ ５位 佐藤 恭祐
２年生以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ ２位 村井 杏伍
３位 德富 貫大
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
３位 村井杏伍・德富 貫大

【ジュニアオリンピック標準記録突破会】
男子ジャベリックスロー １位 佐藤 未来
※１０月２３日（金）に日産スタジアムで行わ
れるジュニアオリンピック(全国大会)に出場
【サッカー】
下越地区リーグ
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３位

【私の主張】
板垣 明里（３－３） 奨励賞
※10月18日（日）13:30 荒川地区公民館
「第6回あらかわっ子を育てる会」でも発表

夏休み

そのほかに、資格検定として「漢字能力検定」
「数学検定」の合格者に合格証を伝達しました。
スポーツに文化に学問に、様々な分野で活動、
活躍した夏休みでした。

それぞれの学年、それぞれの学び
１年生河川体験学習

沢登り体験

７月２９日（水）、「河川での歩き方や危険性を体感し、水難事故防
止の意識を高める」「五頭の自然を知り、
自然に触れる心地よさを体験する」をね
らいに、五頭少年自然の家で沢登り体験
を行いました。
沢登りの後で、自然の家の指導者の方
から、危険を予測するポイントや大切さ
をグループ学習をとおして学びました。
グループでの話し合い

２年生キャリアスタートウィーク
７月２９日(水)から３１日(金)の３日間、「働く人の姿を間近に体感
するとともに、実際の就労体験をとおして、職業観・就労観を広げ、今
後の自分の生き方を考えるよき機会とする」「社会で働く人たちと接す
ることをとおして、社会における必要な常識やマナーを学ぶ」の２つを
ねらいに、職場体験を行いました。 地域の事業所の方々の御協力を得
て、全３０カ所の職場に２人から６人のグループで出かけました。
体験前にも代表による事業所へのアポイントメントや必要なことの聞
き取りを電話で行ったり、職場の方に失礼のないようにマナーを学んだりと、多くの学びを積み重ね
ることができました。
体験中、体験後の生徒たちの表情も明るく、意欲的に活動している姿に、きっと多くのことを学ん
でいるのだろうとうれしくなりました。

３年生地域ボランティア活動
７月３０日（木）に、「自分たちの育った（育てていただいた）地
域に感謝の気持ちを持つ」「感謝の気持ちをボランティア活動で表す」
「自分たちで企画してボランティア活動を行う」のねらいとして学年
ボランティア活動を行いました。
１組は坂町駅周辺の草取りとゴミ拾い、２組は総合体育館又は公民
館の草取り、側溝掃除、ゴミ拾い、３組は荒川保育園で、園内整備と
園児のプール着替え補助に分かれ、暑い日でしたがそれぞれが一生懸命取り組んでいました。
新ＡＬＴの紹介
はじめまして
私のなまえは、ニック ベンソンです。
アメリカのMinnesotaからきました。
いま、私はあらかわにすんでいます。
日本でしごとのあいだに、みんなにえいごをおしえて、私も日
本語をべんきょうしたいです。
どうぞみんなも私に、日本のでんとうぶんかをおしえてくださ
い。よろしくおねがいします。（本人の直筆から）
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体育祭
期日

９月５日（土）
※雨天中止の場合は休みとし順延とな
ります
会場 荒川中学校 グラウンド
スローガン
「天下分け目の大決戦」
～突き進め！ ＲＧＢの大戦～
ＰＲ 本年度の体育祭は、生徒の手による
体育祭を目指しています。生徒一人一
人が自分の役割を友人と協力しながら
成し遂げ、ともに涙する体育祭となれ
るよう生徒、職員全員で頑張っています。
当日は時間の遅れや準備などの不手際
があるかもしれませんが、生徒の頑張り
をご覧いただければと思っています。
ご注意ください
◇暑い日が想定されます。傷みにくいお弁当や
水筒と予備の水分、タオルや帽子などの準備
をお願いします。
◇駐車場は、総体プール奥の駐車場をご利用く
ださい。学校前の駐車場は主に来賓駐車場と
いたします。
◇当日中止の場合のみ、６時３０分に学級連絡
網が回ります。

秋の交通安全街頭指導
期間
時間
場所
指導
重点

９月２４日（木）～１０月２日（金）
午前７時４０分～午前８時００分
旧消防署前、松山踏切、校門、大阪屋
付近交差点に職員が立ちます
ア 自転車の正しい乗り方
・一時停止、安全確認、ヘルメット
一列走行、自転車を押しての横断
イ 正しい歩行と安全な横断
・歩道は２列、歩道外は１列で歩行
横断歩道・交差点での安全確認
ウ 道路への急な飛び出し防止

日
１
２
３
４
５

天候が悪いようです。できるときにできる
練習を行います。常に学習と体育祭どちら
でもできるように準備をお願いします。
６
７
８

９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４

２５
２６
２７
２８

※朝のあいさつ運動もやっています
時間がありましたら、玄関先で生徒の登校の
姿をご覧いただいたり、声をかけていただける
と幸いです。お気づきの点がありましたら、指
導期間中を問わず学校にご連絡ください。
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曜
火
水
木
金
土

９月の予定
おもな行事予定
全校種目練習、連合練習
予行練習、全校種目練習、連合練習
予行練習、連合練習
予行練習、連合練習、準備
体育祭

２９

３０

日
月 ５日振替休日
火 Web学力向上ﾃｽﾄ、生徒会代表協議会
＊部活終了１７：４５
完全下校１８：００
水 Web学力向上ﾃｽﾄ、身長・体重測定
木 学年朝会、合唱実行委員会
金 Web学力向上ﾃｽﾄ、駅伝激励会
土
日
月 生徒朝会、定期テスト範囲発表
火
水 学年朝会、郡市駅伝競走大会（GP）
木 水曜授業
金 定期ﾃｽﾄ前教務室入室禁止、学習会①
土 ３年生単元別整理テスト
日
月 敬老の日
火 国民の休日
水 秋分の日、ﾃｽﾄ前部活動停止
木 交通安全街頭指導、学年朝会
衣替え移行期間開始
学習会②,質問教室①
金 月曜授業、預かり金引落し日
学習会③、質問教室②
土 県ＰＴＡ研究大会胎内大会（会長）
日 深めよう絆県民の集い（ふれあいＣ）
月 第２回定期ﾃｽﾄ①
１年：学活・数学・社会・英語
２年：学活・社会・国語・理科
３年：学活・英語・数学・国語
火 第２回定期ﾃｽﾄ②
１年：理科・国語
２年：数学・英語
火6･金6･木5･6
３年：社会・理科
水 貧血検査（1･2年）、第2回避難訓練

