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校 長 渡 辺 安 治

校舎周りのフラワーロードに朝顔やひまわりが、色鮮やかに

咲いています。蒸し暑い今の季節を一瞬、忘れさせるような美

しさです。７月後半は梅雨明けも間近で、夏本番を迎えます。

１学期も今日で終了です。この時期は、秋桜祭期に入ってい

ます。７月３日朝、連合決め集会を行いました。青・赤それぞ

れの所属クラスが決まり、いよいよ秋桜祭に向けてスタートで

す。連合結団式も行われました。３年生がリーダーシップを発

揮し、活気と迫力そして、躍動感のある秋桜祭にしてくれるこ

とでしょう。

部活動では、陸上競技、柔道、水泳は県大会に向けて気合いの入った練習をしています。

また、野球部、バレーボール部、バスケットボール部は新チーム体制で練習に励んでいま

す。吹奏楽部は23日（日）の下越地区吹奏楽コンクールに向け、音色を合わせて、上位の

賞を目指しています。応援をよろしくお願いします。

先月、県内の中学生の尊い命が失われるという悲しい出来事が続けてありました。ある

日突然、若い大切な命が失われたことで、保護者やご家族・ご親戚、その他、生徒の関わ

る人たちの深い悲しみは想像に堪えません。全校朝会で、これからの未来を生きるという

観点で２つの話をしました。１つ目は、思春期にある中学生の悩みや心配事は誰にでもあ

り、心理学的には正常な発達段階にあることですが、大事なのは、悩みや心配事に振り回

されず、自分で解消できなければ、誰かに相談したり、話を聞いてもらったりして軽くす

ることです。大人に相談することは、何も恥ずかしいことでなく、むしろ有効な問題解決

方法と言えます。また、他の人で悩みがありそうな人がいたら、そっと先生方に知らせて

ほしいことも伝えました。２つ目は、生徒たちの人生はまだまだ長く、これからもたくさ

んのすばらしい出会いや楽しく充実した生活があるということです。だから自分も他の人

も大切にして毎日を過ごしてほしいのです。

私たち教職員は、前途ある生徒一人一人が安心して生き生きと生活することを常に願っ

ています。学期末の今日までに、再度学校生活アンケートに基づき、教育相談を全校生徒

に行いました。それでも十分ではないと思いますので、気がかりな生徒にはこちらからも

声をかけていきます。悩みや心配なことは生徒の気持ちを大切にして一緒に、ご家庭とも

連携して最善の方法で解決方向を探っていきます。これから夏休みに入り、ご家庭での生

活が中心となります。そこで、どんな些細なことでも、心配なことや気がかりなことがあ

りましたら、いつでも学校に連絡ください。よろしくお願いいたします。
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１学期末を迎えて
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大会報告会 ～下越地区大会を終えて～ ７月３日（月）
【陸上競技】五十公野公園陸上競技場 【柔 道】

男子 男子

１００ｍ 前田 遥来 団体戦 敗者復活戦 敗退

７位 県大会へ 個人戦

3000ｍ 倉島 啓人 55ｋｇ級 3位 酒井 碧空 県大会へ

８位 県大会へ 73ｋｇ級 3位 酒井 爽太 県大会へ

100ｍＨ 陸 伊織 ８位 県大会へ 女子

共通リレー ７位 県大会へ 団体戦 ２位 県大会へ

三段跳 小林 伶 ５位 県大会へ 個人戦

低学年リレー 優勝 県大会へ 44ｋｇ級 2位 若月 怜 県大会へ

女子 48ｋｇ級 3位 星山 優花 県大会へ

１００ｍ 荻野 千翔 ３位 県大会 52ｋｇ級 1位 今井 亜純 県大会へ

１００ｍ 涌井 朱那 ５位 県大会 57ｋｇ級 3位 目黒 莉奈 県大会へ

２００ｍ 荻野 千翔 ３位 県大会 63ｋｇ級 7位 金巻 華奈

８００ｍ 齋藤 琉那 ７位 県大会 70ｋｇ級 1位 杉山 沙羅 県大会へ

走幅跳び 加藤 茜音 ８位 県大会

低学年リレー ８位 【水 泳】

男子

【男子バスケット】新発田カルチャーセンター 100ｍ平泳ぎ ３位 高橋 駿 県大会へ

１回戦 対 山北中学校 ５５－４８ 勝 50ｍ自由形 ２位 高橋 駿 県大会へ

２回戦 対 神納中学校 ３９－４５ 負 女子

【女子バスケット】サンビレッジ新発田 100ｍ自由形 ２位 樋口 優衣 県大会へ

１回戦 対 本丸中学校 ４８－５７ 負 50ｍ自由形 ２位 樋口 優衣 県大会へ

連合決め集会 ～秋桜祭に向けて～ ７月７日（金）

秋桜祭に向けて、今年度の連合を決めました。学年ごとに各クラスの代表が、「赤」と

「青」のくじを引きます。ただし、くじを引く順序は、学年ごとのクラス対抗のクイズ大

会の順位により決定します。

クイズの内容は、昨年の秋桜祭について（スローガン・団長の名前・連合のテーマ）、木

曜日の英語のスペル、学級担任のフルネーム、京中の渡辺先生の数など、簡単そうで難し

いクイズでした。

抽選の結果 赤：１の２・２の２・３の２ 青：１の１・２の１・３の１
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第１回 ＫＣＡ開催 ～京ヶ瀬中学校区保護者・地域連携協議会～

７月14日（金）今年度、第1回ＫＣＡが開催されました。当日は、京ヶ瀬小中学校から

児童会・生徒会の代表が、保護者・地域の代表の方々と小中連携の取組を発表したり、意

見を交換したりしました。今回から京ヶ瀬中学校コミュニティースクール準備委員の斎藤

弘様からも加わっていただきました。いろいろとご協力いただきありがとうございました。

１ 児童生徒のこれまでの活動を紹介

・あいさつ運動、赤い羽根や自然災害等への募金活動、コスモスロード、コスモスき

ょうがせまつりの様子などを写真により紹介

２ 保護者・地域の方々との意見交換 ～いい意見がたくさん出ました～

地域ぐるみで『京ヶ瀬が好きな子ども』を育てるためには・・・・

・大人に積極的に関ってもらい、地域とのつながりを深める。

・伝統芸能を教えてもらう。

・地域の掲示板を活用して、小中学校の活動を紹介する。

・合唱コンクールを小中学生と大人で行う。

・わかば会とあいさつ運動をする。

・地域の達人からお話を伺う。

・郷土料理（笹だんごやちまきなど）を地域の人と一緒につくる。・・・・

「京ヶ瀬のＫＣＡはどの場でも、自慢できる活動である。」～伊藤校長先生（京ヶ瀬小）より～
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AMBITION
生徒指導部より 生徒指導主事 齋藤 佑

７月から重点期が変わりました。

秋桜祭期 「力を集結！秋桜祭」
・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

生徒一人一人が笑顔輝く１学期でした

落ち着いた雰囲気の学習環境

毎朝８時１５分から始まる朝読書。全校生徒が静かに朝
読書に取り組むことができました。１日の始まりとして良
いスタートが切れ、学習活動も落ち着いた雰囲気の中で進
めることができました。
「学校・地域を思い」マナーを守る姿、貢献する姿
当校は、マナーを守り行動することを大切にしています。

そのことをあらゆる場で、確認しています。
学校・地域に貢献しようとする姿勢で、生徒会本部を中

心にいろいろな活動としてきました。「ゴミ拾いボランテ
ィア」「コスモスロード・フラワーロードの管理」「服装
全校いいね！プロジェクト」「朝の校内清掃活動」など、
生徒自らの手で地域に愛される学校づくり、人づくりを目
指した活動を今年度も実施しています。「地道にコツコツ
と行う活動」は必ず、良い結果を導きます。毎日続けてき
たことが、地域の皆様からも賞賛の言葉をいただき４年，
５年となりました。先輩方から語り継がれた伝統を引き継
ぎ、更なる高みを目指して頑張る姿はとてもすばらしいで
す。これからもがんばりましょう。
目的意識で、意義な夏休みを！
１学期を自ら振り返り、足りなかったことを補い、目標

を達成に向けて努力する夏休みにしてもらいたいです。「今

の自分を変えるのは自分の行動次第！」事故なく、有意義

な夏休みを過ごし、成長した姿を見せてほしいです。

十分に気を付けてほしいこと
・夜間外出、外泊は絶対に「しない、させない」

・海などでの遊泳は責任のもてる大人と一緒に行くこと

・遊泳禁止区域都には絶対に立ち入らないこと

海水浴場で困ったら、各海水浴場の監視小屋に知らせる。

（河川や用水は入水禁止です。）

県内でも児童生徒の水難事故が起きています。十分に気を

つけましょう。

水難事故に遭遇したら
① 周りの人に助けを求める

② 海上保安庁緊急電話 ☎１１８番に通報。

救急☎１１９番に通報。

③ 水に入っての救助は危険。専門家に任せる。

７月の生徒の様子について
良かったこと

・激励会・秋桜祭連合結団式は例年以上に盛り上が

りを見せました。活動を通して、生徒たちの最高

のものを作り上げたいという意欲を感じました。

・京ヶ瀬中フラワーロード・コスモスロードの花々

がきれいに咲いています。毎朝夕、生徒会本部が

当番を割り振り、全校生徒で水やりをしています。

・七夕飾り～全校生徒、星空に願いを～

毎年恒例となった、七夕飾りが登場しました。

生徒会本部だけではなく、積極的に飾り付けを手

伝ってくれている姿には頭が下がる思いでした。

生徒の様々な願いをかなえてほしいです。

保護者の皆様へ

いつも、当校の教育活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます。

さて、３５日間の夏休みに入り、家庭で過ごす時間が多くなります。先日の懇談会で配布いたしました「夏休み
の過ごし方」をご覧いただき、お子様の有意義な夏休み生活になるようご指導をよろしくお願いします。
スマートフォンや携帯電話、インターネットを介して、他者とつながる事ができる媒体が多数存在しております。

特にlineやSNSといったアプリを利用して、トラブルや不適切な交際関係に広がってしまい、大きなトラブルに巻

き込まれてしまう危険性もあります。当校では未然に防ぐために、lineをはじめＳＮＳに自分のアカウントを作成

することは禁止しています。大人が子どもに正しいモラル、価値観を教える必要があります。ネットに潜む危険性

をご理解の上、お子様とネット使用、携帯電話利用等に関するルールを決めていただきたいと思います。子どもた

ちの判断力は大人が考えているほど身に付いていません。「ダメなことはダメ」と大人が子どもたちに教え諭すこ

とが大切です。公の空間と私的な空間の過ごし方が区別しにくい子どもたちに、好きなように生活させ、自由を与

え続ければ、子どもたちは間違った方向へ進む可能性が大きくなります。問題が大きくなってから、子どもたちに

身に付けさせることはかなり難しく、苦労したケースもありました。京ヶ瀬地区の子どもたちを健全に育てていく

という意味からも、ご家庭でもお子さんとご一緒にお考え願います。

残念だったこと
▲教務室前の廊下はサイレントロードです。マナー

を守って静かに通りましょう（指導済）


