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自らの夢や希望を目指して
1月終盤は、記録的な寒波に襲われ、日本中に雪や凍結のニュースがあふれました。幸い私立受験
はその前で１月受験が終わっていましたので、時期がずれてよかったと胸をなで下ろしました。また、
寒波による被害も、村上市としては高速道路の通行止めやＪＲの運休などはありましたが、学校とし
ての事故などはなく無事に過ごすことができました。暖冬から一変し、体調を崩しがちですが、「冬
来たりなば春遠からじ」です。生徒も学校も今新しい年度に向けて進んでいます。
さて、中学校の１月中旬から２月中旬にかけては、私立高校の受験と特色化選抜の受検の時期です。
３年生は１２月の三者面談で１月受験を決定し、年明けの受験に臨んでいます。３年生は今の時期を、
どんな思いでどのように迎えているのでしょうか。
自分の夢の実現に向かっている実感をもって頑張れているでしょうか。高等学校は高校卒業の資格
を取りに行くところでもなければ、高校入学がゴールでもありません。もちろん、高卒の資格は大切
ですし、短期的に考えれば高校合格は一つの目標の達成ではありますが。
進路、進学を考えるとき、生徒たちには大きな夢や希望を持ち、自分の将来や人生を考える中で高
等学校への進学、高等学校の選択を考えてもらいたいと願っています。今の時代は、情報技術の革新
やグローバル化の中で、多種多様で膨大な量の情報の氾濫や価値観の多様化が起き、何が真実なのか
何が基準なのかがつかみにくくなっています。また、大人の姿が見えなくなり、自分の将来を考える
のに役立つ理想とする大人のモデルが見つけにくくなっています。これらのことから、自分の将来に
向けて希望あふれる夢を描くことが容易でなくなってきています。しかし、誰の人生でもないのです。
自分の人生なのです。しっかり向き合って人生を切り拓いていってほしいと思います。
ご家庭でも、人生の先輩として様々な話をされていることとは思います。確かに急激な変化の中で、
取り巻く環境が大きく変わり、自分の体験談が今の実情に合わなくなっているといったこともありま
す。しかし、その時その時で、自分の人生を真剣に考え、選択し進んできた貴重な経験は、子どもに
とっては得がたいアドバイスとなります。ぜひ皆さんが歩んできた道を話してやっていただきたいと
思っています。話せる時期もそんなにないものです。

みんなのために
いよいよ雪が本格的に降り積もり、学校の玄関も雪で埋もれます。その雪を自主的にどけて、みん
なが気持ちよく登下校できるようにしてくれている人達がいます。誰にも言うことなく、一生懸命や
ってくれています。また、先日は保健給食委員会の人が、寒い中手を赤くして、手洗い場の雑巾流し
の掃除をしていました。新生徒会の人たちは、朝挨拶運動をやっています。立ち会い演説などで話し
ていた、「明るい挨拶のできる学校」をめざしてもう活動を始めています。その立場だからとか係・
役割だとか考えるかもしれませんが、その人のお陰で、登下校や清掃を気持ちよくやれているのも事
実です。きっと、これ以外にも「みんなのため」に頑張っている人がいると思います。こんな、目立
たず自慢もしない「みんなのため」の力で荒川中学校は動いています。全校を支えている活動をぜひ
みんなに知ってもらいたいものです。また、自分もそんな人の一人だということを知ってもらいたい
ものです。
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それぞれの学び

卒業式に向けての取組
卒業式練習
卒業生

在校生

2月2日（火）から学年の卒業式練習を始めます。
卒業式の意義 ・新たな人生の出発点
・最高学年として、在校生に自分たちの姿を見せる最後の機会
・今まで支えてくれた保護者、地域の方への感謝を表す機会
2月22日（月）から始まります。
在校生にとっての卒業式
・次の学年への節目となる行事
・次年度を担う自分たちの姿を、保護者、地域の方々そして卒業生に
見てもらい、安心して託してもらう場

日常生活での取組 「卒業式に向けて、意識を高めよう」
個人、学年、学校全体が卒業式に向けて意識を高め、「何をしたらよいのか」「何をしてはい
けないのか」を考えながら学校生活を送ることで、中学校３年間の集大成である「卒業式」を
卒業生、在校生ともに最高のものとし、次のステージ、学年へのスタートとする。
具体的には、次のことを目標にして取り組みます。
「日常生活の中で、大きな声であいさつや返事をする」
「校歌を大きな声で歌う」
「卒業式に向けて、ふさわしい姿、あるべき姿を考え、服装や身なりを整える」

三送会、3年生ありがとう週間
新生徒会の初めての取組となります。「1，2年生が3年生に感謝の気持ちを伝える」ことをねらい
に、思い出のスライド上映などを行います。その後、新専門委員長を加え飾り付けやメッセージに取
り組んでいきます。全校を動かす方法や企画のやり方を学ぶとともに、大変さや充実感を実感しても
らいたいと思っています。

平成28年度に向けての取組
上級学校進学にむけて
自分を振り返り、将来の自分を考え、自分の進む道を最終決定します。
様々な後悔や挫折、不安や焦りを乗り越えて、人生で初めて自分の力で将来を獲得していく時期です。
この時期の考えや思い、生活態度や頑張りが、この先の自分を支えていきます。
※ 具体的な取組 ・進学相談（2月1日から3日）、受験票の提出
・各入学選考に対しての事前指導
・公立一般選抜志願先変更
・公立一般選抜学校独自検査への対応（面接練習や作文練習など）

自分の進路を考え始めます
2月27日（土）単元別整理テストがあります。一年間の自分の学力の定着状況を確かめるテストで
す。２年生は、卒業生の進路選択を見ています。このテストは、次に自分たちが進路選択を始めるこ
とを自覚するテストです。今の自分の力を精一杯出し切り、今の自分の力を確かめます。そして、こ
れからどれだけ伸ばしていけばよいのかを、考え始めて行きます。
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※

具体的な取組

・1年生

2月10日(水)から2月26日(金)の期間、「宿題プリント」と「昨年
度の単元別復習テスト」に取り組みます。
・2年生 今まで、新研究を使った学習に取り組んでいます。その学習に加
え、2月10日（水）から2月26日(金)の期間、「昨年度の単元別復習
テスト」を週末課題として取り組みます。
取組方法 過去問を、
「宿題→提出→解答・解説→やり直して提出」していきます。
ご家庭でも、応援してください。
その他に、2年生は「全国学力、学習上調査」への取組も3月から始まっていきます。調査日
は、修学旅行明け4月19日（火）になります。

新入生入学説明会
2月19日(金)に、新入生とその保護者の方に学校に来ていただき、中学校についての説明会を開き
ます。新入生には、新・旧の生徒会役員が学校生活や生徒会、部活動について説明します。これも最
上級生としての自覚を学ぶことになる取組です。
今年度は、部活動体験で様々な部活動を見てもらい、友人関係やなんとなくではなく、自分の興味
や適性を考えて、入学後の部活動を考えてもらうようにしました。1･2年生諸君の部活動説明や呼び
かけに期待しています。

修学旅行に向けて
4月12日(火)から14日(木)にかけて、東京・千葉方面に修学旅行を行います。修学旅行は、社会性
育成と2年のキャリアスタートウィークの集大成、また、自分の進路を考えるベースとしての学習と
なります。中学生生活の思い出を刻むとともに学びを深めてもらいたいと願っています。
修学旅行の目的 ・東京での文化･産業･行政･歴史に触れ見聞を広め、多種多様な職場で働く人
々との触れ合いをとおして、自分の将来の生き方について考えを深める。
・企業や施設を訪問し、インタビュー活動をとおして、コミュニケーション能
力を高める。
・班別自主研修をとおして、自主性や自律性を育むとともに、お互いのよさ
を認め合い、よりよい人間関係を築く。

頑 張 り ま し た
歴史能力検定合格者
準３級 日本史

長谷部 美咲
長谷部 優斗
４級 歴史基本 岩川 瑞季
５級 歴史入門 荻原 久未子
渡邊 星奈
室本 千空
ICTﾌﾟﾛﾌｨｼｴﾝｼｰ検定試験（P検）合格者
P検４級
鈴木 竜馬
第27回下越支部水野杯中学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
新人女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 第2位 鈴木 月菜
第3位 髙橋 真帆
第29回中川杯争奪卓球選手権大会中学生の部
2年男子個人戦
第3位 德富 貫大
1年男子個人戦
第5位 佐藤 恭祐
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第1回下越支部ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
団体戦Ｃリーグ 第3位 荒川中学校Ｂ
団体戦Ｄリーグ 第2位 荒川中学校Ｃ
第8回新潟県中学校1年生柔道体重別大会
男子55㎏級
第3位 松本孝太郎
第49回市民インドアソフトテニス大会
中学生男子の部 第2位 石井 康貴
須貝 翔
第41回荒川地区卓球大会
中学生男子の部 第1位 德富 貫大
第2位 村井 杏伍
第3位 佐藤 恭祐
第3位 笠原涼太郎
中学生女子の部 第1位 竹内 明帆
第2位 松田 里彩
第3位 佐藤 杏佳
第3位 金子 結奈

～情報・意見を募集します～
◇頑張っている人を教えてください
「みんなのため」に頑張っている人や係
専門委員会・部活動を一人でも多く紹介し
ていきたいと思います。
◇３年生に募集します
３年の今だから、在校生に伝えたいこと
今後３年生になるみんなへのアドバイスを
募集します。
用紙と箱を校長室前に置いておきます。どん
どん書いて入れてください。学校だよりに載せ
て、みんなに紹介していきます。
用紙には、自分の名前を書いてください。た
だし、学校だよりには自分の名前をださないで
ほしい場合は、名前の横の（ ）に×を書いて
ください。友人を紹介する場合は、名前を載せ
ていいかどうか聞いて、「載せていい」というこ
とをちゃんと書いておいてください。書かれて
いない場合には、名前は載せません。
～質問スペースをつくりました～
これからの期末テスト
や日常の学習で、分から
ないことをどんどん聞い
てください。
教務室は、電話や来客
がありじっくり教える場
所には適していません。
先生に、「教えてくださ
い」といってこのスペー
スで教えてもらってくだ
さい。廊下で、恥ずかしいなんてことはありま
せん。みんなが質問して聞いているようになれ
ば、ここで聞いているのが当たり前になります。
今は、ホワイトボードに机と椅子ですが、今後、
蛍光灯なども考えていきたいと思っています。
２月の主な日程
日 曜
公立高等学校の進路先
1 月 全校朝会
の最終決定となります
３学年進学保護者会～3日
2 火 Web学力向上テスト（国）
３年生卒業式練習開始、私立2月入試
3 水 Web学力向上テスト（数）
4 木 学年朝会、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日
テスト前部活動停止
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学習会、質問教室
平成27年度生徒会
5 金 Web学力向上テスト（英）活動の総まとめで
生徒総会
す。いよいよバト
学習会、質問教室
ンタッチです。
PTA会長選考委員会18:30～
6 土
1年 保体 英語 社会 技家
7 日
2年 保体 技家 理科 国語
8 月 学習会、質問教室
3年 保体 数学 国語 社会
9 火 第4回定期テスト1日目
10 水 第4回定期テスト2日目 1年 国語 数学 理科
2年 数学 英語 社会
預かり金引落し日
3年 理科 英語 技家
11 木 建国記念日
12 金 公立高校特色化選抜
13 土
14 日
15 月
16 火 PTA広報編集会議19:00～
17 水
18 木 学年朝会、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日
19 金 新入生学校説明会
20 土
3年生 学力向上ﾃｽﾄ表彰
21 日
三年生を送る会
22 月 生徒朝会
3年生ありがとう週間開始
23 火 公立高校志願倍率公表
24 水 PTA会計監査17:30～（含む3学年会計）
25 木 学年朝会、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日
生徒会専門委員会
公立高校志願先変更校内締切
26 金 全校卒業式練習開始
PTA理事会、評議員会18:30～
PTA専門委員会19:00～
27 土 １・２年生単元別整理テスト
28 日
29 月 ２年生学力診断問題（数学）
卒業式前清掃開始
３月
1 火 Web学力向上テスト（国）
2 水 Web学力向上テスト（数）
卒業式予行練習
公立一般入試事前指導
3 木 学年朝会
卒業式練習・準備
4 金 第69回卒業証書授与式
5 土
6 日
7 月 Web学力向上テスト（英）金曜授業
8 火 公立高等学校一般選抜学力検査
9 水 公立高等学校一般選抜学校独自検査
10 木 学年朝会、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日
１年学期末保護者会19:00
11 金

