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校 長 渡 辺 安 治

先日の巨大台風の接近・通過では、各地に大きな被害をもたら

しました。そのような中、山々の紅葉からは秋の深まりを感じる

季節となりました。

10月21日、合唱コンクールが開催されました。毎日、各学級や

学年で練習を重ねました。学級により生徒一人一人の思いが違う

ことや意見がまとまらないこともありましたが、当日はどの学級

・学年も完成度の高い、素晴らしい合唱を披露してくれました。

また、全校での混成３部合唱「京ヶ瀬中学校校歌」も素晴らしい

歌声でした。午後からは70周年記念式典が行われました。前日の

準備作業では、生徒たちが大切な式典を盛り上げようと会場であ

る体育館他、廊下・階段にも気を配り飾りつけをしました。田中

市長様、野瀬先生、柄澤同窓会長様はじめ、歴代の校長先生方も

式典での生徒の立派な態度に感心しておられました。生徒たちは合唱や記念式典をとおして、ま

た一段と成長したことと思います。その確かに成長した姿が、地域ご家庭でも見られることを楽

しみにしています。

合唱コンクールを終えて
実行委員長 長谷川 祐子

さわやかに晴れ渡る秋晴れの日に今年度の合唱コンクールを行うことができました。当日は、

たくさんの保護者の皆様、地域の皆様から足をお運びいただき、ありがとうございました。また、

審査員の織田朋子先生からもお越しいただき、貴重なお話やご指導をいただきました。御礼申し

上げます。

さて、今年度の合唱コンクールを振り返ってみますと、生徒たちは本当によく頑張ったと感心

しています。特にそう感じたことを幾つか挙げてみます。まず１つ目は、70周年記念行事と同日

のため、午前・午後とも合唱の発表があり，３、４曲歌ったのですが、どの生徒もしっかり顔を

上げ、指揮を見ながら曲の旋律に思いを込めて歌っていました。まさに、「青春謳歌～届け！僕ら

の旋律よ！」のスローガン通りでした。簡単なようですが、緊張の中、ずっと集中を保つことは

難しいものです。しかし、全員が集中して責務を全うできたということは、京中生の良さだと思

います。２つ目は、指揮者と伴奏者が頑張ってまとめてくれたことです。指揮者が曲をよく分析

し伴奏とよく合わせて曲の持ち味を引き出してくれました。それによって表現が工夫された合唱

になりました。３つ目は、今年度から「一人一役制」を導入したのですが、強調週間前に仕事を

分担し、各自がクラス練習のために自分の仕事を責任をもってやってくれました。また、実行委

員が自分たちで自主的に学年合唱練習を組んだりして、バランスよく練習する姿が見られました。

そのようなクラスや学年にプラスになると思われることを進んで実践していく行動は素晴らしい

です。感心させられましたし、ぜひ続けていってもらいたいと思いました。

最後に、京ヶ瀬中の発声は自然でとても良いと審査員の先生に褒められましたので、自信をも

って、来年ものびのびした歌声を体育館に響かせていってください。
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すばらしい合唱と立派な創立70周年記念式典
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学習指導部より
今年度の全国学力・学習状況調査(３年生が対象、４月18日実施)の生徒質問紙調査についての分析結

果をお知らせします。

質問紙調査では全部で94問の質問項目がありました。各質問結果の分布が、全国の分布と比較して、

①明らかに良い傾向がある(全国比+10P以上)……………27項目

②明らかに良くない傾向がある(全国比-10P以上)………１項目

③全国とほぼ同じ傾向である(全国比-10P～+10P)………66項目

このことから３年生は，全国と比べてよい傾向にあると思われます。

次に「①明らかに良い傾向がある」ものと「②明らかに良くない傾向がある」ものを紹介します。

【明らかに良い傾向があるもの】

【明らかに良くない傾向があるもの】

「家で、自分で計画を立てて勉強をしていま
すか。」で「している または どちらかとい
えばしている」と答えた生徒の割合

73.8

51.5
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京ヶ瀬中 全国

「授業や課外活動で地域のことを調べたり、
地域の人と関わったりする機会があったと思
いますか。」で「当てはまる または どちらか
といえば当てはまる」と答えた生徒の割合

80.3

53.7
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京ヶ瀬中 全国

「読書は好きですか。」で「当てはまる ま
たは どちらかといえば当てはまる」と答え
た生徒の割合

91.8

69.9
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京ヶ瀬中 全国

「学校の授業時間以外に、普段（月～金曜
日）、１日当たりどれくらいの時間、勉強を
しますか。」で「２時間以上」と答えた生徒
の割合

24.6

35.4
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京ヶ瀬中 全国

【学習指導部から】
毎朝の朝読書の時間や、京中タイムで家庭学習の計画を立てることが全国の割合を上回る結果

につながっていると考えます。毎日の家庭学習時間については、４月の時点で３年生は１時間以
上２時間未満と答える生徒の割合が最も多く、６３．９％でした。部活動に力が入っている時期
でもあり、２時間以上行っている生徒は全国を下回る結果となりました。その他、思いやりや話
し合い活動に関する項目で肯定的な回答をする生徒の割合が高かったことが特徴です。
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各種催し物・大会に参加して ～生徒の成長～

「阿賀野市戦没者追悼式に参加して」 10月7日（土） 3年1組 佐藤 優平

自分は今まで戦争のことは、社会の時間でしか学びませんでした。追悼式に参加し
たことにより、普通では感じることのできない緊張、恐怖を感じました。更に阿賀野
市の戦没者が、1500人以上もいることを知り、とても驚きました。そして、このよう
な戦争を二度と繰り返してはいけないと思いました。でも、日々めまぐるしく変化す
る社会情勢を考えると、いつ戦争が起きてもおかしくないと思いました。戦没者追悼
式で、改めて戦争の怖さを知りました。

「きょうがせコスモス祭に参加して」 10月8日（日） 2年1組 五味澤 広明

私が生徒会のお店を出店してみて、お客様に商品を買っていただいたことに感動し
ました。いつもは、「お客」という立場で買い物をしていた私は、とても新鮮で難し
いことだと実感しました。何よりも、感謝されたことがうれしくて、私も「ありがと
うございます」となるべく声をかけるように心がけました。相手への感謝の気持ちを
忘れずに、今後の学校生活がよりよく充実するように生かしていきたいです。

「下越地区駅伝大会に参加して」 10月11日（水） 2年2組 石澤 萌

私は去年の経験や今回の練習を生かせるようにという決意で下越駅伝大会に出場し
てきました。大会ではアンカーの５区を走りました。去年より走る距離も増え、アン
カーでもあり色々と心配でした。でも、１区から４区までのみんなががんばってくれ
たので、私も力を発揮して、一生懸命に走ることができました。結果は、13位で県大
会には出場できませんでしたが、皆いい走りができたと思います。

「創立70周年記念式典に参加して」 10月21日（土） 3年2組 原田 夢叶

私は創立70周年記念式典に参加して、改めて京ヶ瀬中学校には長い歴史があると実
感しました。昔は、800人近くいた生徒が、ずいぶん減少していて、とても驚きまし
た。長い歴史がある京ヶ瀬中学校なので、これからもよい中学校として、京ヶ瀬中学
校を誇れるような学校にしていきたいと思いました。

「野瀬清喜先生のご講演をお聴きして」 10月21日（土） 1年1組 田代 主義

野瀬先生のお話を聴いて、２つのことを思いました。１つは「何事もあきらめない」
ことです。自分にとって、大変なことやいやだと思ったときは、あきらめることがあ
りました。しかし、先生のお話から、何事も努力してやり遂げることが大事で、自分
を成長させてくれることがわかりました。２つ目は、人とのかかわりです。野瀬先生
から、人との仲を大切にすることが成功に結びついたことや生きていくうえで最も基
本になることを学びました。私もこれから、もっと人を大切にして、仲を深めようと
思いました。学んだことを大切にして、これからの長い人生をがんばります。

「県縦断駅伝大会に参加して」 10月21日（土） 2年2組 橋本 竣

僕は先日、県縦断駅伝大会に参加しました。県内のトップ選手が参加する大会なの
で、とても緊張しました。ですが、最後まで走り切り、タスキをつなぐことができま
した。また、他の選手のサポートもしました。この大会はとてもいい経験になり、充
実した２日間でした。２日間お世話になった方々に感謝して、これからもがんばりま
す。
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AMBITION
生徒指導部より

生徒指導主事 齋藤 佑

絆 深めて あったか京中

「いじめは絶対に許さない・見逃さない意識」

合唱コンクールが終わりました。合唱後、11月

は「いじめ見逃しゼロスクール」に全校体制で取り

組んで行きます。合唱コンクールで築き上げた絆を

絶やすことなく、「温かい心をもった人」を目指し

て日々の学校生活を送ってもらいたいと思います。

立ち止まって考えたい「自分の行動、自分の言葉」

いじめ見逃し０重点期にあたり、「自分」ついて

立ち止まって考える良い機会だと考えます。

「ウザイ・キモイ・死ね」などの心ない言葉が行

き交う学校でなくなりつつありますが、「じゃれあ

いやふざけ合いからけんかに発展したこと」や「ズ

ボン下ろし」「心ない言葉や行動」などが残念なが

ら起きてしまいました。

また、生徒委員会や生徒会朝会では生徒から今の

ままの状態でいいのかなと疑問を投げかけてくれる

場面がありました。

このように、問題提起してくれる人たちがたくさ

んいる京ヶ瀬中は素晴らしいと思います。だからこ

そ今自分で立ち止まって現状を変えていこうとする

ことが必要ではないでしょうか。

京ヶ瀬中の教育目標は「豊かな心を持ち、たくま

しく生きる生徒」「正しく判断し、自主的に行動す

る生徒」です。「豊かな心」とは温かい心を持つ人、

「正しく判断し」は人のことを考え、良いことか悪

いことかどうかがわかって行動することではないで

しょうか。

「いじめは絶対に許さない・見逃さない」意識を定

着するとともに、温かい人間関係を構築できる生徒

が育つ京ヶ瀬中学校を目指し、全職員一丸となって

継続して取り組んで行きます。

また、各学年朝会時に携帯・ネットモラル講習

会を実施します。昨今無線環境の整備、インターネ

ット利用可能電子機器の増加によって中学生も簡単

にインターネットや通話もできる無料アプリを利用

しています。ネットトラブルやlineやSNSに関連し

たトラブルに巻き込まれないための正しい知識を身

に付けてほしいと思います。

重点期が変わりました。

いじめ見逃し０重点期の生活目標

「絆 深めて あったか京中」

・ 3 期テストを意識し、集中して学習に取組もう

・ 2 学期を反省し、充実した冬休みになるよう

生活設計を立てよう

10 月の生徒の様子について
良かったこと

○感動！各学年・各クラスが１つに

～合唱コンクール～

各学年・各クラスが練習を通して心が一つとな

り、自分たちの学級のカラーを歌声に乗せて表

現しました。

○「学校をよくしよう」みんな考えています。

～生徒委員会・部長会～

「学校を良くしていくためには」とリーダーが

真剣に話合いをしていました。

残念だったこと

▲ 退校時まっすぐ帰宅しなかった

用がない生徒はまっすぐ帰宅することになって

います。また玄関付近で人を待っている姿が見

られました。 （継続指導中）

▲ 上級生と下級生のトラブル

部活動内で上級生が下級生に手を出した。

（指導済）

▲ 廊下の過ごし方

廊下でたむろしている様子、座り込んでいる様

子、サイレントロードを静かに通行できていな

い様子がある。 （継続指導中）

ちょっくら京中！

１１月２８日（火） 午後からは

「いじめ見逃しゼロ全校集会です」

中学生と小学５、６年生が

いじめについてディスカッションします

（体育館）

事前にお子様と下校時間の確認をお願いします

1１月１日から部活動の終了時間が変わり

ました。学校では、待ち時間なく下校できるよ

う事前に退校時間を家庭に伝えるよう指導をし

ています。通常は以下のとおりの下校時間とな

っておりますのでご理解・ご協力をお願いしま

す。

下校時間

50 分授業日 5時間 15：10 ６時間 16：10

45 分授業日 5時間 14：45 ６時間 15：40

部活動終了 卒業式まで完全下校 17：45

※特別時間割の際等は週予定等で確認してくだ

さい。


