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校 長 三 膳 章

学校の周りでは、紫色やピンク色の朝顔、鮮やかな黄色

のひまわりが咲き、真夏を思わせるような光景が広がって

います。

先月下旬の新潟県と山形県を中心とした地震では住居等

に被害を受け、そして、今月初旬の九州地方を中心とした

豪雨では尊い命が失われました。被災された皆様に、心よ

りお見舞いを申し上げます。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。海や川等にレジャーで出か

けることもあると思いますが、災害や事故に遭わないよう

に気を配るとともに、自らの尊い命を大切にすることをお

願いいたします。

さて、生徒たちはいよいよ夏休みです。生徒自らが時間の多くをコントロールする期間

となります。学校では、日頃から計画的な生活を送ることの大切さを伝えています。「望

ましい生活習慣を目指そう！〔☆７時間以上睡眠をとる ☆メディア使用２時間以内 ☆

朝食は毎日食べる〕」と呼びかけているのもその一つです。特に夏休みは、ご家庭でのご

指導とご協力が不可欠となります。

「心のスイッチ」 ～夏井 義雄～

人間の目は 不思議な目 見ようという心がなかったら 見ていても見えない

人間の耳は 不思議な耳 聞こうという心がなかったら 聞いていても聞こえない

頭もそうだ はじめからよい頭 わるい頭 区別があるのではないようだ

「よしやるぞ！」と心のスイッチが入ると 頭も素晴らしいはたらきを しはじめる

心のスイッチが 人間を つまらなくもし 素晴らしくもしていく

電灯のスイッチが 家の中を 明るくも暗くもするように・・・。

もちろん、生徒自らが自覚をもち、自分の力で行動することが大切です。それに加えて、

ご家庭でも、子ども自身が「心のスイッチ」を入れて、「よしやるぞ！」と思わせる声か

けや環境づくり等をお願いいたします。

生徒一人一人が計画的かつ有意義に生活し、事故なく安全に夏休みを過ごすことを期待

します。そして、２学期の始業式を元気に笑顔で迎えてくれることを願っています。
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下越地区中学校総合体育大会結果報告
【陸上競技】

・男子3000ｍ ２位 菅原 結大 ・女子走り幅跳び ２位 佐々木美空

【軟式野球】

・２回戦 対 畑野中 ０－４ 惜敗

【男子バスケットボール】

・１回戦 対 阿賀津川中 ６５－４１ 勝

・２回戦 対 五泉中 ５９－５１ 勝

・３回戦 対 村上東中 ５７－６９ 惜敗

【女子バスケットボール】 （五泉川東・阿賀津川・荒川・京ヶ瀬合同チーム）

・１回戦 対 猿橋中 ４３－７７ 惜敗

【柔 道】

・男子団体戦 １回戦 対 本丸中 ２－２ 勝（代表戦勝）

２回戦 対 安田中 ２－３ 惜敗

敗者復活戦 対 佐々木中 ４－１ 勝

対 村松桜中 ２－３ 惜敗

・男子個人戦 ・55㎏級 ５位 庭山蒼依 ・66㎏級 ５位 佐藤悠生

・73㎏級 優勝 出戸大翔

・女子団体戦 １回戦 対 佐々木中 ３－０ 勝

２回戦 対 中条中 ０－３ 惜敗

・女子個人戦 ・40㎏級 ２位 浅野真結 ・44㎏級 ２位 渡邊 花

・52㎏級 ５位 青木瑞樹

【水 泳】

・女子50ｍ自由形 １位 樋口 優衣 ・女子100ｍ自由形 １位 樋口 優衣

・女子100ｍ背泳ぎ ２位 加藤真命微 ・女子100ｍバタフライ ２位 加藤真命微

・女子100ｍ背泳ぎ ５位 加藤 瀬那

新潟県中学校総合体育大会結果報告
【陸上競技】

・男子3000ｍ 予選敗退 菅原 結大

・女子走り幅跳び １２位 佐々木美空

【柔 道】

・男子個人戦 73㎏級 １回戦敗退 出戸大翔

・女子団体戦 １回戦 対 直江津東中 ２－１ 勝

２回戦 対 白根北中 ０－３ 惜敗

・女子個人戦 40㎏級 ５位 浅野真結

44㎏級 １回戦敗退 渡邊 花 下越地区柔道73㎏級優勝カップ

下越地区吹奏楽コンクール結果報告
【吹 奏 楽】

・銅 賞

※ 新潟県中学校総合体育大会水泳競技大会は、７月２５日（木）・２６日（金）に長岡市の

ダイエープロビスフェニックスプールで行われます。
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連合決め集会 ～秋桜祭に向けて～ ７月８日（月）

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

「青」のくじを引きました。くじを引く順番は、学年ごとのクラス対抗「紙相撲」対決に

より決定しました。くじを引く瞬間と同じくらいに「紙相撲」対決も盛り上がりました。

抽選の結果 赤：[３の２・２の１・１の１] 青：[３の１・２の２・１の２]

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10日（水）に第１回ＫＣＡが開催されました。京ヶ瀬小学校の６年生と京中生徒会

代表、保護者・地域の代表の方々、教職員、総勢１１０名ほどが一堂に会し、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。保護者の皆様、地域の方々に感謝いたし

ます。ありがとうございました。どんな活動ができるか楽しみです。

〇「良かった活動」と「改善点」を最初にあげ、『京ヶ瀬地区を盛り上げる活動』につ

いて考えを出し合いました。『京ヶ瀬地区を盛り上げる活動』をいくつか紹介します。

※地域の方々と児童生徒が一緒に京ヶ瀬地区のゴミ拾いや清掃活動を行う。

※地域の方々と児童生徒が一緒にあいさつ運動を行う。

→京ヶ瀬地区をあいさつで溢れさせる。

※「いじめを見逃さない運動」として中学校が行っている「オレンジリボン活動」

を小・中学校、地域と連携して行う。

※コスモスまつりで、加工したコスモス商品とお米を販売する。

※コスモスまつりで、京ヶ瀬オリジナルのマスコットや「ゆるキャラ」「梅のキ

ャラクター」を考えて作る。

※「配食サービス活動」に手紙を添える。もっとたくさんの人に配食する。

※「田んぼアート」を行う。デザインを児童生徒、地域の方々で考える。

※公園に子どもからお年寄りまで遊んだり休める遊具や施設などをつくる。

※この他にも多くの意見が出ました。
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６月後半から７月の学校生活の中で 残念だったこと

生徒指導主事 田中 謙史 △授業中私語をする生徒が見られました。

公私をわきまえて、落ち着いた雰囲気の中で

生徒の様子について 学習活動を進めるようにしましょう。

良かったこと △時間に対する意識が低くなってきています

・７月８日に行われた秋桜祭連合決め集会は例年以上 早め早めの行動を心がけましょう。

の盛り上がりを見せました。連合組織も決まりいよい

よ活動のスタートです。９月７日の本番まで、３年生

を中心に、一致団 有意義な夏休みを過ごすために

結して行きましょ 目標達成に向けて

う！！ １学期を振り返り、足りなかったことを補い、

目標達成に向けて努力する夏休みとしてほしい

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

を見せてほしいものです。

十分に気をつけてほしいこと

○夜間外出、外泊は絶対に「しない・させない」

○交通ルールを守る。

○海水浴や釣りに行く際は、保護者や責任のも

・毎年恒例となった七夕飾りが登場し、全校生徒一人 てる大人と必ず一緒に行く。また、入水禁止

一人が、それぞれの想いを短冊に込めていました。 場所や立ち入り禁止場所へは、絶対に立ち入

また、生徒会本部やボランティアの生徒が、積極的 らない。

に飾り付けをていねいに行っている姿には、感心し ○海水浴場で困ったら、監視小屋に行き監視員

ました。 に事情を説明する。

○水難事故に遭遇したら

願いが叶うと ①周りの人や監視員に助けを求める。

いいですね。 ②海上保安庁☎１１８番に通報

救急☎１１９番に通報

※水に入っての救助は危険。専門家に任せる。

保護者のみなさまへ

日頃より当校の教育活動にご理解・ご協力を

いただき感謝申し上げます。

さて、まもなく３２日間の夏休みに入り、子

どもたちはご家庭で過ごす時間が多くなりま

す。先日の保護者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、子どもたち

にとって有意義な夏休みとなるよう、ご指導を

よろしくお願いいたします。

本格的な夏がや 夏休み期間中、何か心配なことや気になるこ

ってきます。熱 とがございましたら、遠慮なくご連絡ください。

中症に十分注意 特に、トラブルに遭遇した際はすぐにご連絡く

しましょう。 ださい。今後とも子どもたちの健全育成に向け

（校内掲示物） て、ご理解・ご協力をお願いいたします。




