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校 長 渡 辺 安 治

梅雨に入り、あたりの草木や田んぼが緑色を増し、生き生

きとしてきました。また、じめじめして湿気が多く、気分も

すっきりしないときがあります。早く本格的な夏が来ないか

と待ち遠しい日々です。

早いものであと1月で1学期も終わります。学校は定期テス

トも終わり、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が大きな声

で元気よく活動しています。

ところで私たちは、「なぜ、勉強するのでしょう。」また、「勉強をしなければならない

のでしょうか。」総合的な学習の時間に2年生は、以下のような意見が出ました。

・将来の生活のために必要だから（ 進学や就職、資格を取得する）

・自分の夢、なりたい自分のために必要だから

・社会に貢献するために必要だから

・将来の生活で選択できることを増やすために必要だから

※ 他にもたくさんありました。人それぞれ、なぜ勉強するか様々な考えがあること

がわかりました。 ～学年掲示板より～

勉強があまり好きでなかった私は中学生の頃、学級担任のおかげで「将来のために勉強

し続けることが大事である」と考え、自分なりに頑張りました。学級担任は理科の授業で、

実験した箇所は必ずテストに出題しました。基本的な問題も多く出されましたが、面白い

ことに満点を取らせないために、引っかけ問題（思考判断を要する問題とでもいうのでし

ょうか）も毎回出題されました。また学級の皆がきつかったのは、毎時間、予習してきた

内容を発表することから授業が始まることでした。予習してこないと怒られ、様々なペナ

ルティが課されました。厳しい授業でしたが、『授業を分かってもらいたい』という先生

の思いに、私たちも何とかして授業についていきました。実力テストで理科の学年平均点

は、18カ校ほどある郡市内で常に上位を争っていました。今のような学び合いの授業形態

ではありませんでしたが、一人一人がよく考えるように促した授業で、「知識として学ん

だことをどう生かしていくかを自分で考えなさい」というメッセージが常に込められてい

たように思います。私も苦手なこと、不得意なことはたくさんあります。それでも少しで

もわかるように調べてみよう、それをどうやって生かそうか、このことを他の人はどう考

えているんだろう、など学んでいくことを大切にしています。その意味で、授業で継続し

て学ぶ姿勢を教えてくれた当時の学級担任には、感謝しています。

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「勉強

の大切さ」も十分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。子どもたちがより真剣に学ぶきっかけにつながることでしょう。
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大会報告会 ～胎内市・阿賀野市・北蒲原郡大会を終えて～ ６月５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、かろうじて下越地区
大会へ出場を決めた部活、残念ながら３年生が引退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。お疲れ様でした。結
果は、ホームページにも掲載しています。

野 球
１回戦 対 笹神中 ０ － ８ 負け ２回戦 対 安田中 ５－１３ 負け

男子バスケット
１回戦 対 乙中 ７５－４１ 勝ち ２回戦 対 聖籠中 ６５－５７ 勝ち
決勝 対 中条中 ４４－５８ 負け 準優勝

女子バスケット
１回戦 対 中条中 ５８－２７ 勝ち ２回戦 対 聖籠中 ４６－５２ 負け
準決勝 対 安田中 ６７－４７ 勝ち
決勝戦 対 聖籠中 ４３－３９ 勝ち 優 勝

バレーボール
予選リーグ ①対 乙中０－２負け ②対 聖籠中０－２負け ③対 中条中０－２負け
決勝トーナメント 第１試合 対 築地中０－２ 負け 第２試合 対 安田中０－２ 負け

柔 道
男子団体戦 ５ 位 女子団体戦 優 勝
男子個人戦 ５５ｋｇ級 ３位 酒井 碧空 ７３ｋｇ級 ３位 酒井 爽太
女子個人戦 ４４ｋｇ級 ２位 若月 怜 ４８ｋｇ級 ３位 星山 優花

５２ｋｇ級 １位 今井 亜純 ５７ｋｇ級 １位 目黒 莉奈
６３ｋｇ級 ２位 金巻 華奈 ７０ｋｇ級 １位 杉山 沙羅

陸上競技
男子４００ｍＲ ２位
走幅跳 小林 伶 ２位 三段跳 小林 伶 ２位
砲丸投 佐藤 優成 ２位 四種競技 高橋 悠斗 ３位
１年男子１００ｍ 鈴木 貴大 １位 １年男子２００ｍ 鈴木 貴大 １位
１年男子１５００ｍ 江部 良真 ２位 ２年男子１００ｍ 酒井 奏 ２位 五味澤広明 ３位
低男子４００ｍＲ ３位
２年女子１００ｍ 涌井 朱那 ２位 ２年女子２００ｍ 涌井 朱那 ３位
３年女子１００ｍ 荻野 千翔 １位 ３年女子２００ｍ 荻野 千翔 １位
砲丸投 木村 有唯 ３位 女子４００ｍＲ １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２９日（木）・３０日（金） 新発田市五十公野公園陸上競技場
各種大会 ７月 ４日（火）・ ５日（水）
・バスケットボール（男子） 新発田カルチャーセンター
・バスケットボール（女子） サンビレッジしばた
・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）
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京ヶ瀬地区敬老会へのお手伝い ６月３日（土）

今年の敬老会は開催日を配慮していただいたおかげで、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６０名が、親

切に協力してくれました。当日は、京ヶ瀬体育館で多くのお年寄りが出席されました。田

中市長様や来賓の方々からの祝辞に引き続き、おめでたい米寿や喜寿などのお祝いをしま

した。その後、おじいさんやおばあさん方は、京中吹奏楽部の演奏（あまちゃんのテーマ

曲など）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・お酒を美味しそうにいただきました。「若い人たちといるだけで元気が出てくる。

ありがたい。」と感謝されました。生徒たちも、「演奏をうれしそうに聴いてもらって、あ

りがたかった。」、「自分たちが住む地域のお年寄りに、喜んでもらえてうれしい。」と協力

できたことを喜んでいました。また、阿賀野市社会福祉協議会の皆様も中学生の親切な振

る舞いに、とても感心していました。

中島 昂哉 先生がんばる ～京中卒業の教育実習生～

な か じ ま こ う や

６月５日（月）から２３日（金）の３週間、当校卒業生が教育実習を行いました。前山

小出身の中島先生は、国士舘大学（東京都）文学部４年生です。毎日、熱心に社会の授業

を見学したり、自ら授業を行ったりしました。後輩にあたる生徒たちも、昼休みなど交流

する姿が見られました。生徒は先輩である中島先生に親しみをもって接し、中島先生も楽

しそうでした。「明るく素直な母校の生徒と充実した実習ができてよかった」と感慨深か

げに３週間を過ごしました。生徒の皆さんには、「自分の目標をしっかりもって頑張って

ほしい、自分自身も教職に就くことができるように頑張っていく」とお別れの会で決意と

して語ってくれました。

京ヶ瀬中の卒業生としての誇りもって、中島先生に頑張ってもらいたいです。皆さんで

応援しましょう。



秋桜祭に向けた取組が本格化します
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５月後半から６月の生徒の様子について

うれしかったこと

○「地区大会頑張れ」盛り上がった激励会

応援団の応援で全校の気持ちが一つになりました。

○あたたかい心遣い、すぐに行動に

コスモスロードの草が増え始めたとき、すぐに

「草をみんなで取ろうよ」と全校生徒に声をかけて

くれた３年生のリーダー。たくさんのボランティア

を募って草を刈っていました。

○高校説明会、元気な挨拶がこだましました

６月２０日、高校説明会があり、先生が来校する

と「こんにちは」とさわやかな挨拶が、校舎にこだ

ましていました。

AMBITION
生徒指導部より 生徒指導主事 齋藤 佑

７月３日から重点期が変わります

「力を集結!秋桜祭！」秋桜祭期です

残念だったこと

▲校長室前・教務室前の廊下（サイレントロード）

はマナーを守って静かに通りましょう（指導済）

セーフティー教室を実施しました

６月１３日に阿賀野警察署生活安全課長、増

子信次様から、非行防止、薬物乱用防止、い

じめについて、ご講話をいただきました。

暑い日が続いております

６月中旬から、湿度、気温とも高い日が続いてい

ます。先日県内も梅雨入りをしたとのニュースがあ

りました。

熱中症予防について、各授業や部活動のときに、

細かく指導しています。

最近、体調不良で保健室で休養したり、欠席する

生徒が多いようです。疲れがたまっていることもあ

ると思います。

学校では、汗の始末をきちんとすること、規則正

しい生活を送ること、睡眠時間を十分に確保するこ

と等を指導しました。ご家庭でも、ご協力願います。

下校時間間近に公衆電話にできる行列

突然の雨降りの日以外に、部活動が終わってから

保護者に迎えを頼む生徒が、公衆電話の前に列を作

る様子が見られます。

学校の諸活動終了時刻については、今年度より月

予定に記載されています。

ご家庭でもご確認をよろしくお願いします。

３年生の下校時刻について

惜しくも二市北蒲原郡大会で敗退し、部活動に終

止符を打った３年生はお疲れ様でした。「進路の目

標を定め、気持ちを切り替えよう」と先生方からア

ドバイスがありました。部活動を引退した３年生は、

終学活後すぐに下校となります。次の目標に向け、

がんばりましょう。

市外の祭礼には友人同士ではいかない

他校の生徒とのトラブルにならないため、市外の

祭礼には友だち同士ではいかないことを指導いた

しました。ご家庭でもご指導のほどよろしくお願

いします。

６月１３日、今年度初の秋桜祭実行委員会が開

催されました。京ヶ瀬中学校２大行事のうちの一

つ秋桜祭について３年生のリーダーを中心に動き

出しました。各部門のリーダーたちは秋桜祭の成

功を目標に計画を立案し、活動し始めました。

「力を集結！」とみんなで声を掛け合っていま

す。学級でのまとまり、連合ごとのまとまりを期

待しています。

また、振り返りの月でもあります。１学期の自

分自身について、じっくり振り返る機会を設けて

います。できたこと、できなかったことをしっか

り振り返り、充実した夏休み、２学期に向けた準

備をしていきましょう。

生活のめあて
・全校生徒で秋桜祭を成功させよう

・1学期の反省をし充実した夏休みになるよう生

活設計を立てよう

・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


