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校 長 渡 辺 安 治

梅雨入り、衣替えと思ったら肌寒い日もあり、体調が心配

されます。そんな中、草木や田んぼの稲が緑色を増して生き

生きとしてきました。

学校では今年度初めての定期テストも終わりました。放課

後は体育館やグランドなどで、下越地区大会に向けての練習

や新チーム体制に移った部活動で、子どもたちが大きな声で

元気よく活動しています。

先月は新潟市内、阿賀野市の五頭山でも尊い命が失われま

した。身近な地域で、幼い小学生の女の子と男の子、まだ若

いお父さんの大切な命でした。長い人生のほんの始まりのこどもやまだ、大人として志半

ばで生涯を終えなければならない無念さ、ご家族をはじめ、関係する皆様の大きな悲しみ

などを思うだけで胸が詰まり、痛みます。学校生活で最も大事にすることは安心と安全、

つまり命です。言うまでもなくこの世の中で一番大切なものは人の命です。では、「なぜ、

人の命は大切なのでしょう。」皆さんと一緒に真剣に考えてみましょう。

当然ですが、命は自分だけのものではありません。

・命は自分だけのもので、自分勝手にしてよいと思うのは大間違いです。

・命は自分だけのものではなく、お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、お

兄さん、お姉さん、弟、妹、おじさん、おばさん、友だち、先生、知っている人、、、。

かかわってくれているすべての人のものです。

・だから、絶対に死んではいけないのです。

京小だより（第３号：６月４日）にも、子どもが生まれた日のことが掲載されていまし

た。我が子が生まれた喜びは、ご家族にとってどれだけ大きかったことか。そして、おば

あちゃんやおじいちゃんは、ご先祖様に感謝するのです。願いと期待を込め、健やかな成

長を祈り名前を付けました。私もその通りだと実感しました。我が子のことを家族がどれ

だけ大事にしているか、心配しているかを今一度、深く考えてほしいのです。

学校で勉強することは、将来を生き抜く力を付けるためです。勉強することを通して、

自分はどう生きていくかを真剣に考えるためです。他の人とお互いに意見を交わし議論し

合い、よりよい生き方を追求してほしいと願っています。中学生は大人に向かって成長し

ていく中で、楽しい出来事がたくさんあります。反対に苦しく悲しいこともそれ以上にた

くさんあることでしょう。様々な出会いもあります。素敵な出会いが、人生をいい方向に

大きく変えてくれる可能性もあります。そんな出会いも楽しみにしてほしいです。

地域の皆さん、ご家族の皆さんは長く豊富な人生の経験をお持ちです。その中で「命の

大切さ」も強く感じておられるでしょう。それらを子どもたちに是非、お伝えいただきた

いと思います。子どもたちが、よりよい人生を歩むためにもお願いします。
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将来の生活に向けて大切にしたい命
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大会報告会 ～最後の胎内市・阿賀野市・北蒲原郡大会を終えて～ ６月１１日（月）

各部長が、戦況や戦いを終えての感想、応援してもらったことへの感謝の気持ちを全校
生徒に伝えました。京ヶ瀬中学校として見事、優勝・入賞した種目、残念ながら３年生が
活動の終了を迎えた部もあります。全ての部活動に対して今までの努力と健闘を大いに讃
えます。よく頑張りました。

野 球

１回戦 対 築地中 ４―３ 勝 ２回戦 対 黒川中 ０－２３ 負

地区大会決定戦１回戦 対 水原中 ５－４ 勝 最終決定戦 対 中条中 ０－ ７ 負

男子バスケット

１回戦 対 安田中 ３８－３５ 勝 準決勝 対 聖籠中 ２８－９８ 負

３位決定戦 対 水原中 ３９－３４ 勝 ３位 地区大会出場

女子バスケット

１回戦 対 笹神中 ３０－１８ 勝 ２回戦 対 安田中 ４５―３８ 勝

決 勝 対 聖籠中 ２５－７４ 負 ２位 地区大会出場

バレーボール

第一試合 対 乙 中 ０－２ 負 第二試合 対 安田中 ０－２ 負

第三試合 対 笹神中 ０－２ 負 第四試合 対 水原中 ０－２ 負

第五試合 対 築地中 １－２ 負

柔 道

男子団体戦 ４位

男子個人戦 50㎏級 ３位 庭山 蒼依 55㎏級 ３位 佐藤 太一 60㎏級 ２位 佐藤 秀人

女子個人戦 40㎏級 ３位 浅野 真結

陸上競技

＜男子＞

400ｍＲ １位 低学年400ｍＲ ３位 400ｍ ２位 五味澤 広明

800ｍ ３位 橋本 竣 1500ｍ ３位 橋本 竣 円盤投 ３位 宮川 海風

3000ｍ １位 倉島 啓人 ３位 菅原 結大 走幅跳 ２位 能㔟山 凌大

三段跳 １位 能㔟山 凌大 ２位 佐々木 拓弥 砲丸投 １位 長尾 世成

四種競技 １位 高橋 悠斗 ３位 島田 広太郎 1年生200ｍ ３位 涌井 朱碧

3年生100ｍ ３位 酒井 奏 3年生200ｍ １位 酒井 奏 ２位 五味澤 広明

＜女子＞

1年生100ｍ １位 佐々木 美空 3年生200ｍ ３位 涌井 朱那 円盤投 ３位 木村 有唯

低学年400ｍＲ ３位

次は県大会出場をかけての下越地区大会です

陸上競技 ６月２８日（木）・２９日（金） 胎内市総合グラウンド陸上競技場
各種大会 ７月 ４日（水）・ ５日（木）
・バスケットボール（男子） プレスポ胎内（総合体育館）
・バスケットボール（女子） 聖籠町民会館
・柔 道 京ヶ瀬中学校体育館・武道場
・水 泳 西海岸公園市営プール（新潟市）



平成30年6月22日 03号 （3）

京ヶ瀬地区敬老会へのお手伝い ６月２日（土）

今年も京ヶ瀬地区の敬老会には、多くの京中生が参加してくれました。生徒会役員・吹

奏楽部・自ら申し出てくれたボランティアの生徒総勢約３０名が、親切に温かく接してく

れました。京ヶ瀬体育館では、各地区ごとにお年寄りがテーブルを囲みました。田中市長

様はじめ、来賓の方々からの祝辞に引き続き、長寿である米寿・喜寿、参加最高齢の皆様

の紹介もありました。その後、京中吹奏楽部の演奏（学園天国・上を向いて歩こう）を聴

いたり、演芸サークルの皆様が披露する歌や踊りを見たりしながら、お弁当にお茶・お酒

を美味しくいただきました。「若い人たちと一緒にいるとうれしいし、元気が出てくる。

ありがとう。」と感謝されました。生徒たちも、「演奏を懐かしそうに聴いてもらって、う

れしかった。」、「自分たちの身近に住んでいる元気な皆さんに、喜んでもらえて何よりで

す。」と協力できたことを喜んでいました。主催の阿賀野市社会福祉協議会の方々も中学

生の親切な振る舞いに、とても感心していました。

先生方も頑張っています ～阿賀野市英語プロジェクト～

６月２０日（水）の２限・３限に英語の松田先生と仲村先生がそれぞれ、授業を公開し

ました。この取り組みは阿賀野市が各学校の授業を参観し、より分かりやすい授業を行う

ことをねらいとして実施しています。先生方は事前に指導計画を検討し、生徒の実態に合

わせた授業案をつくり行います。英語、国語、数学その他、すべての教科について、年間

を通して、授業の公開・研究授業があり、その後協議会を行います。子どもたちに一生懸

命に勉強してほしいと願い、私たち教師も多くの教材を調べたり、確認したりしながら指

導の手立てを考えて授業に臨んでいます。また、小・中学校の連携の意味からも、京小の

先生方も英語の授業を参観してくれました。今年度から小学校でも英語の授業が行われて、

学期ごとに通知表に評定が記載されるということからも、小中お互いに学び合うというこ

とです。小中９年間で一人一人を育てていこうというものです。
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５月後半から６月の学校生活の中で

生徒指導主事 田中 謙史 セーフティー教室を実施しました

二市北蒲大会が、５月２５日に陸上、６月６日 ６月１９日に、阿賀野警察署生活安全課

・７日に球技系と柔道が、それぞれ行われました。 主任坂口 正之様から、不審者に対処する

各部とも力の限りを尽くして、がんばってくれ 方法についてご講話をいただきました。

ました。上位大会に進出した部、残念ながら敗退 ＤＶＤの映像を交えながらの講話で、た

した部とそれぞれですが、生徒のみなさんは次の いへん具体的で分かりやすい内容でした。

目標に向かって努力してくれると信じています。

６月１８日・１９日には１期テストが行われ 不審者対応で「なるほどな」と思ったこと

ました。学習の成果を十分に発揮してくれたこと を、何点か挙げてみます。

と思います。

６月４日から、生徒の服装が夏服となりました。 ○人とすれ違うとき、相手の身長×０．８

天候不順の影響で、体調を崩す生徒が出ること の距離を取れば、相手に掴まれることは

が予想されましたが、今のところ体調管理はうま ない。

くいっているようです。しかし、これから夏本番 ○前方に危険を感じたら、引き返す勇気

です。水筒の持参などの対策を学校ではとってい を。

ますが、生徒一人一人が意識を高くもって熱中症 ○話しかけられたときに危険を感じたら、

対策を万全にしていきましょう。 キッパリ断る勇気を。

○車から逃げる際は、車の進行方向の逆

７月９日から重点期が変わります に逃げる。

「秋桜祭期」 ○不審者から追いかけられた際、距離が

生活のめあて ８～９ｍ開くと不審者は諦め始める。

・全校生徒で秋桜祭を成功させよう ２０ｍ離れると不審者は諦める。

・１学期の反省をし、充実した夏休みになる

よう生活設計をたてよう

・健康と安全に留意し、充実した生活を送ろ

う

・生活にけじめをつけ、学習・行事に意欲的

に取り組もう

６月２０日に、生徒による秋桜祭実行委員会が行

われました。 不審者や通り魔などの事件が、全国で毎

京ヶ瀬中の二大行事の一つということもあり、 日のように発生しています。

リーダーは真剣な表情で参加していました。 夏になるといっそう不審者の出没は増え

３年生のリーダーを中心にいよいよ動き出した ると、阿賀野署の坂口さんも言っていまし

秋桜祭、学級、連合のまとまりにおおいに期待し た。

ています。 「自分の身は自分で守る」気持ちを常に

１学期も残り１ヶ月となりました。自分自身を もち続け、「万が一」の際に備えましょう。

振り返り、充実した夏休み、２学期に向けた準備

を進めていきましょう。


