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興味・関心の種まきをしましょう
校長

名古屋瑞穂

先日の新潟・山形地震で震度４の揺れを受け、津波注意報も発令されました。避難
行動をとられたご家庭もあったと思います。私も佐和田中に駆けつけ、夜中の２時近
くまで学校にいました。改めて防災時の体制や対応についてもう少し整備をする必要
があると感じました。今回のような地震・津波といい、台風・集中豪雨といい、日本
では自然の力の大きさを強く感じることがいつ起きるかわかりません。改めて防災教
育の必要性を強く感じているところです。日頃からご家庭でも機会を見つけて防災グ
ッズの準備・確認や避難方法・場所などの打合せをしておくこと、緊急の連絡方法な
どを確認しておいてください。
さて今月の２５日の木曜日から約 1 ヶ月に渡る長い夏休みに入ります。楽しみにし
ている皆さんも多いと思います。今年は、教職員で話し合い、夏休み中の補習は、無
くしました。宿題も、少なくするようにお願いしました。その代わりに是非、普段の
学校生活ではできない。旅行や体験活動、芸術鑑賞など色々楽しんでもらいたいと思
います。先日行われたキャリアセミナーの講師の先生が「どうしてこの職業についた
のですか。」という質問に対して小さい頃、親に魚釣りにつれていってもらったこと
が影響しているとのお話でした。そうなのです。学校の学習だけでは、生きた学習に
つながりにくいのです。幅広い沢山の生活体験が学習への興味関心につながり、学習
意欲の原動力になるのです。学習意欲のない人がいくら時間をかけても内容が定着す
ることはありません。一方で勉強した覚えはなくても好きなゲームの難しいキャラク
ターの名前は、直ぐに覚えられるというような経験は、ありませんか。つまり、興味
関心があれば、学習は、簡単に身に付くといっても過言ではありません。その興味関
心の種をまく機会が、様々な体験活動や生活経験になります。是非、保護者の皆様も
お子様を連れて様々な経験をさせ、多くの種をまいてください。
関連して、６月の全校朝会でもお話しましたが、学習することや生活体験は、自分
の将来の仕事にもつながります。ヒルティは、「幸福論」という著書の中で「あらゆ
るほんとうの仕事は、人間が真剣にそれに没頭しさえすれば、たちまち興味深くなっ
てくるという性質を持っている。仕事の種類が幸福にするのではなくて、創造と成功
の歓喜が幸福にするのである。」と言っています。逆に言えば、何事にも興味関心を
持てるようになれば、学習でも仕事でも充実感を得られ、幸
せになれるということなのかもしれません。
最後に７月も、部活動の県大会や吹奏楽部の地区コンクー
ル、体育祭の準備など色々取り組むことがあると思います。
早めに計画を立てながら、１学期のまとめをしっかり行いま
しょう。

野球部、女子ソフトテニス部団体 優勝！（市内大会）
６月３日(月)、４日(火)の２日間に渡り、佐渡市中学校体育大会が行われ、各地で熱戦が繰り
広げられました。大会のなかった生徒は、学習の他、サンテラにバスケットボールの応援に行き
ました。保護者の皆様、お忙しい中、応援ありがとうございました。今月号は、各部長から市内
大会を終えた感想と結果を掲載します。

市内大会を終えて
野球部

部長

僕たち野球部は、市内大会までたくさんのことがありました。ほぼ毎日衝突していました。だからこそ、
優勝できたことが少し不思議な気がします。地区大会が近づくにつれ、またいろんなことが起こっています
が、野球部ひとりひとりが一丸となり、力を合わせて下越に佐中の強さを見せつけてきます。そして県大会
に出場します。

男子ソフトテニス部

部長

僕たち男子ソフトテニス部は、市内大会で団体戦は予選敗退でしたが、個人戦で２ペアが地区大会出場を
果たしました。思い通りの結果にならなかった選手もいますが、ひとりひとりが全力を出して戦うことがで
きたので良かったです。この大会とこれまでの練習で学んだことを、各々が生かしていけるよう頑張ります。

女子ソフトテニス部

部長

市内大会では、団体戦優勝・個人戦ベスト４・ベスト８で地区大会出場という結果を残すことができ
ました。ですが、これだけで満足せずに、さらに上をめざしていきたいと思います。そのために、苦手
なところは改善し、得意なプレーは積極的に出していけるようにしていきたいです。応援よろしくお願
いします。

男子バスケットボール部

部長

僕たち男子バスケットボール部は、市内大会で多くの接戦をなんとか勝つことができました。いいと
ころもありました。ただ、最後まで試合を戦い抜くことができませんでした。下越大会でも初戦からき
つい試合になっていくと思います。なので、市内大会で得たことをすべて大事にして戦っていきたいで
す。

女子バスケットボール部

部長

私たちは予選トーナメントで佐渡中等と相川中と対戦しました。相川中とは最初から接戦で、皆の負
けたくないという気持ちがひとつになっていて、ずっとシーソーゲームでした。しかし、最後の最後で
ミスが続いてしまい、２点差で敗れてしまいました。今回の悔しさを忘れず、プレーのレベルを上げる
ため、これからの練習を一生懸命頑張っていきたいと思います。

卓球部

部長

市内大会で負けてしまったので、部活動は引退となってしまい、とても残念に思っています。でも、この
３年間の部活動で学んだことは、努力を続けるということです。毎日少しずつでも努力を続けることが、結
果につながるからです。今回は、良い結果を出せなかったけど、部活動で学んだことを生かして生活できた
らいいなと思います。

バドミントン部

部長

市内大会では、団体戦、個人戦ダブルス２ペア、シングルス１人、下越地区大会へ出場という結果を
残すことができました。ですが、団体戦、個人戦ともに満足した結果ではないので、上をめざして、ス
マッシュやレシーブを強化して、メンバー全員が良い状態で大会にのぞめるようにしたいです。応援よ
ろしくお願いします。

男子バレーボール部

部長

僕たちは５月から新チームとして練習してきました。そして市内大会に臨みましたが、あと一歩とい
うところで負けてしまいました。なので、その悔しさをバネに、下越地区大会でリベンジしたいと思い
ます。何より、勝つ負けるではなく後悔のない楽しい試合にしたいと思います。男子バレーボール部全
員で頑張ります。

女子バレーボール部

部長

市内大会を終えて、３位という結果については悔しさでいっぱいです。終わってすぐは部員に疲れが
見られましたが、今は下越地区大会に向けて全員で力を合わせて頑張っています。下越地区大会ではで
きるだけたくさんの試合ができるように、最後まであきらめずに頑張りたいと思います。応援よろしく
お願いします。

激闘の記録
＜佐渡市中学校体育大会（６／３～４）＞

【女子ソフトテニス】 団体優勝 地区大会出場

＊個人種目は、地区大会出場者のみ

団体 予選リーグ 佐和田 ２－１ 佐渡中等

【野球】 優勝 地区大会出場

佐和田 ２－１ 真野

１回戦

佐和田 ８ －５ 新穂

佐和田 １－２ 金井

準決勝

佐和田 ７×－０ 両津

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ準決勝 佐和田

２－１

南佐渡

決 勝

佐和田 ２ －１ 畑野

決

２－１

金井

【男子バレー】 ３位 地区大会出場

勝 佐和田

個人戦 第３位

１ペア

佐和田 １－２ 金井

地区大会出場

佐和田 １－２ 畑野

第５位

【女子バレー】 ３位 地区大会出場
佐和田 ２－１ 両津

団体戦 予選リーグ 佐和田 ０－３ 前浜

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦

佐和田

０－２ 金井

３位（代表決定戦）

佐和田

２－０

両津

【男子バスケ】 ２位 地区大会出場
予選リーグ 佐和田 ９７－１８ 真野
佐和田 ５７－５６ 相川
佐和田

地区大会出場

男男子子
【バドミントン】

予選リーグ 佐和田 ２－０ 相川

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦

１ペア

佐和田 １－２ 南佐渡
佐渡市開催のため、地区大会出場
個人戦
ダブルス
ベスト８ １ペア
地区大会出場

５５－４９ 新穂

準決勝

佐和田 ５４－３６ 佐渡中等

決 勝

佐和田 ４８－７２ 両津

【女子バスケ】 ３位

ベスト８ １ペア
地区大会出場
シングルス

予選リーグ 佐和田 ２４－４１ 佐渡中等
佐和田 ４１－４３ 真野
【男子ソフトテニス】
個人戦 第５位 １ペア
地区大会出場
第５位 １ペア
地区大会出場

ベスト８

地区大会出場

７月の予定
１日(月)

２日(火)

全校朝会、３年実力テスト①、

１２日(金)

授業 5 限、清掃なし、1 年歯科指導、

体育祭実行委員会 16:10～

（民生委員・主任児童委員懇談会）

佐和田地区家庭学習強調週間（～７日）

漢字検定、部活動なし

３年実力テスト②、

県中総体①、

１３日(土)

ＰＴＡ地区懇談会 19:00～(二宮、沢根）

佐渡市総合スポーツ大会(テニス)

体育祭結団式 14:55～、茶花部あり、 １４日(日)

県中総体②、学校茶道交流茶会

ＰＴＡ地区懇談会 19:00～(河原田、八幡) １５日(月)

【祝】海の日

５日(金)

通信陸上大会①、佐渡人権展（小木） １６日(火)

専門委員会、

６日(土)

通信陸上②、佐渡人権展（小木）

ＰＴＡ校外巡回指導 18:45～

７日(日)

３年ＰＴＡ行事 13:40～16:00（体育館）

１８日(木)

３年総合学習発表会 5･6 限

８日(月)

短縮授業、個別懇談会①、

１９日(金)

中央委員会

部活動完全下校 17:50

２０日(土)

下越地区吹奏楽コンクール

短縮授業、個別懇談会②、

２２日(月)

生徒朝会、体育祭実行委員会 16:10～

学診テスト②、

２３日(火)

校内レク

世界遺産出前授業 6 限、

２４日(水)

給食最終日、午前中普通授業、

３日(水)

９日(火)

１０日(水)

部活動完全下校 17:55、

１学期終業式（5 限）、学活（6 限）

ＰＴＡ校外巡回指導 18:45～

部活動なし、完全下校 15:30、

短縮授業 6 限、個別懇談会③、

※ただし、ワックスがけの生徒は完全下校 16:35

部活動完全下校 17:50、諸経費納入日 ２５日(木)
１１日(木)

県中総体③

県中総体・下越吹奏楽コンクール激励会

夏季休業(～８月２５日）

２９日(月)～３０日(火)

ＪＲＣトレセン

彩雲祭「合唱コンクール」の表彰について
昨年までの彩雲祭合唱コンクールでは、各学年から「優秀賞」を１つ、優秀賞の中から最も得点
の高かったクラスを「最優秀賞」として表彰していました。
しかし、この審査方法では、入賞に大きな偏りが出てしまうため、 今年度より、最も得点が高い
クラスが「最優秀賞」、２番目、３番目に得点が高いクラスが「優秀賞」として審査・表彰を行うこと
とします。

「佐和田中安心メール」への登録はお済みですか？
６月１３日付で「一斉メール配信システム 『佐和田中安心メール』登録のお願い」の文書をお配りし
ました。
従来の学級連絡網などの連絡体制では、「連絡がつかない」「時間がかかる」「遅い時間では迷惑」な
どの課題がありました。また、保護者の皆様には、たとえ外出先にいても、スピーディーかつ、確実に学
校からの情報を届けたいとの思いから、「佐和田中安心メール」を運用することとなりました。
子ども達の安全を守り、学校や部活動、ＰＴＡ活動を円滑に行うため、保護者全員のご登録をお願いし
ます。
現在、１００名近くの保護者の方からご登録いただいておりますが、「仮登録までの方」もいらっしゃ
るようです。「①空メールを送る→②返信メールが届く→③ＵＲＬをクリックし本登録する」の手順とな
りますのでご注意ください。ドメイン（ anzen.jp ）指定受信の設定をお願いします。
７月１日（月）にテストメールを配信しました。（６月１８日の地震の際にも、緊急配信しました）

