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コスモス咲けり
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コスモス（秋桜）や彼岸花が咲き、佐渡の秋を感じられる時期になっています。これから、
日一日と秋が深まっていきます。稲刈りが終わった田んぼには、朱鷺が群れをなして降り立
ち、えさとなる昆虫などをついばんでいる姿がよくみられます。野生下の朱鷺の数も４００
羽くらいになり、日常で見られる鳥になりつつあります。この時期の朱鷺は、その名の通り
のトキ色の羽が最も美しい時期です。数羽で青空を舞う姿は、思わず見とれてしまいます。
いつまでも佐渡が朱鷺と人の共生できる環境を維持できることを願っています。ぜひ、生徒
の皆さんにも佐渡の自然の美しさに気付き小さな感動を味わってもらいたいと思います。
さて、９月７日に行いました体育祭は、８月下旬からの雨の多い天候から一転して残暑の
厳しい中で行うこととなりました。しかし、その暑さの中でも創作ダンスや応援をはじめ、
競技に一生懸命取り組んでくれました。夏休みに制作してくれたパネルも含め、どれをとっ
ても赤・青・黄の３軍に分かれて、楽しそうに競い合う姿にさわやかな感動を覚えました。
本当にすばらしかったと思います。保護者や地域の皆様方の応援も大変心強く、感謝申し上
げます。多くのご声援ありがとうございました。
また、１９日行われた佐渡市の中学校駅伝競走大会では、女子が第１位、男子が第２位に
輝き、１０月９日に行われる下越地区大会に臨むことになりました。７月頃から炎天下の中
練習に取り組んできた選手の皆さんの健闘を讃えるとともに、今後のさらなる活躍を期待し
ます。２学期には、この後も運動部の新人大会、文化祭（彩雲祭）、生徒会役員選挙等々様
々な学校行事、生徒会行事が続きます。３年生の皆さんは、いよいよ進路決定の日が近づい
てきます。市内の高校の体験入学をした人も多いと思いますが、希望する進路先へ自信をも
って進むためには、自分の学力をアップする必要があります。さらにこの時期は、様々な地
域行事も行われます。積極的な参加をお願いします。地域の体育イベントや小学校の文化祭
に行く等々、色々なことに参加し、自分の社会経験を積んでほしいと思います。そして充実
した２学期を送ってください。
最後に、秋分の日を過ぎると一日がどんどん短くなりま
す。下校の際には、もう暗くなっていることが多くなりま
すので十分な注意が必要です。自動車を運転している人か
らは、とても見えにくくなります。交通事故に遭わないよ
うにしてください。また、夜が長くなるので、気に入った
本をじっくり読むなど時間を有効に活用しましょう。

紅蓮･群青･稲妻 ３つの光

～Shine to the last～

９月７日(土）、令和元年度佐和田中学校体育祭が行われました。昨年の大雨と打って変わっての快晴
・高温となりましたが、生徒たちは天候にも負けない熱意と気迫で、競技・演技をやり切りました。
多くのご来賓、保護者の皆様、地域の皆様からお越しいただき、ありがとうございました。

結果（優勝のみ）

総合の部 優勝 黄軍
競技の部 優勝 青軍
応援の部 優勝 黄軍

創作種目（ダンス）の部
パネルの部 優勝 黄軍

優勝

黄軍

体育祭実行委員長
僕は、夏休み前から体育祭まで、実行委員を
はじめ、たくさんの方の支えを受け、実行委員
長の務めを果たすことができました。特に当日
は、みなさんに迷惑をかけてしまいました。体
育祭が大成功したのは、みなさんががんばって
くれたおかげです。ありがとうございました。

青軍団長
体育祭を終えて１番強く感じることは、成長
です。青は前半の方は男女の熱の入り方に違い
があり、とても溝が深く感じていました。しか
し、本番にはみんなが素晴らしい競技、応援を
してくれて、自分の予想を上回った結果だった
ので、とても感動しました。

赤軍団長
体育祭を終えて心に残ったことは、達成感
だ。赤軍団長の名だけで、特に何もしていない
が、全校生徒に素晴らしい何かがもらえた。こ
の体育祭で得た素晴らしいものを、次は彩雲祭
で自分が誰かに渡したい。
体育祭最高！

黄軍団長
夏休み前から始まった体育祭の準備。黄軍は
団長の力不足でうまくまとめられず、時にぶつ
かり合うこともありました。しかし、副団長や
幹部をはじめ、黄軍のみんなに助けられ、本番
ではどの軍にも負けない団結力で、全員が“バ
カ”になれました。みんな本当にありがとう。

黄軍ダンス長
最初は悩むことがたくさんありましたが、団
長・副団長を中心としたリーダー達が支えてく
れました。１、２年生も楽しそうに踊ってくれ
たり、笑わせてくれたりして楽しかったです。
最後までついてきてくれてありがとう!!黄軍
みんなのおかげで最高の体育祭になりました。

黄軍パネル長
体育祭までたくさんのアクシデントがあり
ました。パネルが破れたことが何度もあったけ
ど、それでも黄パネルのみんなや団長たちと協
力してパネル賞がとれました。とても貴重な体
験をすることができました。この経験を生かし
て、高校生活に役立てていきたいです。

ページの関係で、画
像が小さい上に、枚数
が少なくなりました。
申し訳ございません。

体育祭当日の様子を、10/19（土）彩雲祭当日の昼休み（12:00～13:30）に体育館でビデオ上映します。

１学期保護者アンケート自由記述より
１学期末に実施した保護者アンケートにつきまして、前回の学校だよりでは、各項目の結果を掲載い
たしました。
今回は、自由記述欄でいただいたご意見やご感想につきまして、すべて掲載いたします。
ご協力ありがとうございました。今後とも、何卒よろしくお願いいたします。

※「・保護者の皆様からいただいたご意見・ご感想」、「〇今後の対応、コメント」とい
う形式で掲載してあります。
・下校時すれ違った佐中生にこちらから「さようなら」と声がけしても、何も言わずに通り過ぎていく
生徒がいます。地域の方には生徒から元気よくあいさつしてほしいです。些細なことですが、あいさ
つしてくれる生徒に対しては好印象をもちます。声を出すのが恥ずかしい時は会釈でも十分なので
…。
・用事で学校へ行くと、すれ違う生徒がみんな笑顔でさわやかにあいさつしてくれます。来客にあいさ
つするというマナーが自然な形でできていて素晴らしいと思いました。
・他の場所でのあいさつは、人を見てする生徒としない生徒がいるようです。学校でのあいさつは良いの
ですが･･･。
○あいさつについては賛否両論あります。また、子どもたちにも個人差が見られます。しかし、昨年と
比べると更に良くなった感があります。引き続き指導してまいります。
・夏休み等長期の休みの時などに学校の図書館や教室で自習させていただくことは可能でしょうか？佐
和田図書館もありますが、スペースが狭いので。
・家庭学習の習慣を身につけさせるため、宿題を出すようお願いします。夏休み中の宿題を出さない方
針は伺いましたが、その理由を教えてほしいです。
○夏季休業中の図書館は、気温も上昇し、学習環境としてはあまりお勧めできません。エアコンでもあ
ればお勧めできるのですが申し訳ございません。夏季休業中の課題は全く出さないのではなく、必要
な程度は出してあります。理由については、学校だよりのＮｏ．３、Ｎｏ．４をお読みください。
・授業に集中できる環境を作っていただきたい。静かに授業を受けられる環境を作ってほしい。
・授業が集中して受けられる環境に近づけていけたらいいなと思います。子どもがよく学校での様子な
ど話してくれますが、早くおちついた状態になればと思います。
・先生方は工夫して授業されていると思うのですが、学級が落ち着かないことから授業に集中できない
ことが多いと聞いています。学級が落ち着かないのと学習環境が整っていないのは別だと考えます。
家でもしっかり話を聞くよう話しますので、ぜひ集中できる学習環境作りをお願いします。
・限られた時間での授業参観でしたが、授業態度は小学生以下と感じました。子どもも授業には期待し
ていない状況です。学習意欲をもてないような授業の在り方には改善が必要だと思います。先生方も
苦慮なされているものとは思いますが、このまま１年が過ぎていくようであれば、結局、受験になっ
て困るのは子どもたちです。
○１学期は１年生に落ち着きが見られませんでしたが、徐々に落ち着いて学習に取り組めるようになって
きています。中学生としての自覚をもって学習に取り組めるよう、引き続き指導してまいります。
○授業参観も設けてはありますが、いつでも授業の様子を参観していただける学校でありたいと思ってい
ます。学年を問わず、参観のご希望がありましたら、いつでも学校までご連絡ください。
・先生方との信頼関係ができているようで、授業が分からない所や、聞きたい所を質問しているようで
安心しています。先生方が常に聞きやすい雰囲気なのだと思いありがたいです。授業の延長でいろい
ろな話や相談もできているようなので安心しています。担任の先生はもちろんですが、それぞれの教
科の先生の名前も会話に出てきているので、頼りにしている様子がわかり、とてもありがたいです。
これからもよろしくお願いします。
・「わかるまで学ぶ生徒」がもっと増えればテストの平均点ももうちょっと良くなるのではないでしょ
うか？

○今年度、定期テスト前の復習教室、および長期休業中の補充学習を廃止しました。その代わりに、休
み時間や授業終了後等に教科担当職員が質問を受け付ける形式をとっています。職員とコミュニケー
ションを深めつつ、個別指導できることを目的としています。
・”置き勉をしないように”という話がしばしばあるようですが、大目に見てもらえますでしょうか。
先日、カバンの重さを量ったところ９．５ｋｇもありました。車で送迎ならば特に問題ないですが、
歩いているお子さんを見ると、カバンに引っ張られるように姿勢が曲がっている子がたくさんいま
す。教材を置いても置かなくても、勉強はやる子はやる、やらない子はやらないです。
○日によって教科書等がかさばってしまうこともありますが、帰宅後、翌日と見通しをもち、必要な物
をカバンに詰めるようにするとよいかと思います。学校でも置き勉については控えめに指導していま
す。
・「さ」「わ」「た」の意味はよくわかりますが、毎日子どもたちと接している先生方と違い、たまに
しか接することのない保護者には答えづらい質問だと思います。
○学校としましては、ご家庭での様子を教えていただきたく、項目として位置付けております。直観的
・感覚的でも構いませんので、お答えいただけると助かります。
・ご苦労様です。よろしくお願いいたします。学校生活が楽しいようで何よりです。小学校時代と違っ
て、バレー部に入部してから毎日が忙しく……いやいや充実しているのかな？１日の流れをうまく使
わないとはみ出すのではと心配です。部活動は健康な心身を作るには必要なことだと思います。部活
を頑張りうれしい限りです。真野へ応援に行きました。どの学校もベストをつくし、汗と涙をいっぱ
い流していました。３位頑張りましたね。来年は必ず上に行くという目標を立て、コーチにはきつい
かもしれませんが、１、２位の学校と比べ何をすべきか課題が見えたのでは。少人数で指導しやすい
ので、ぜひ来年につながる指導お願いいたします。
○部活動につきましては、顧問を中心に様々なアイデアを出しながら、指導の工夫をしているところで
す。今後とも努力してまいりますが、何かありましたらいつでもご相談ください。
・バドミントン部はサンテラに行っても２面しかネットが張れないと聞きましたが、練習内容、試合間
近などに増面はできないのでしょうか？
○サンテラの借用につきましては、他の団体の使用との兼ね合いもあり、なかなか、広く場所を取れな
いのが現状です。それでも、当校には隣にサンテラがあるだけでも恵まれています。他団体の使用状
況も見ながら、サンテラにも要望を出していきたいと思います。
・部活動ですが、文化系の部活がほぼ無いのでもう少し増やしていただけるとありがたいです。運動部
は充実しているかと思いますが、運動が苦手な子も中にはいるので･･･親としては部活動をしてもらい
たい気持ちが大きいですが、運動部ではうまくいかなかったので･･･
○職員の専門性と人数、子どもたちの所属希望、現部員数を考慮していくと、現状の部活動数で手いっ
ぱいなところです。佐渡市部活動ガイドラインでは、複数顧問の配置を求められています。学校規模
に対して部活動数が現在でも多いという課題があります。
・難しいとは思いますが、部活動で専門の先生のご指導をいただけたらありがたいのにと思います。
・限られた時間の中で部活動等、本当によくがんばっていると思います。生徒の元気なあいさつはとて
も素晴らしいです。
○専門性のある教員の配置につきましては、毎年要望しているところですが、なかなか思うように行か
ないこともあるのが現状です。限られた職員の配置の中で、最大限の努力をしているところです。
・担任の先生とデイリーライフでの毎日のやりとりを子どもは楽しみにしています。部活での困り事も
話を聞いていただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
・中学校に入ってから、友達との人間関係で悩んでいる姿が良くみられます。時には学校へ行きたくな
いと親に言ってくることもありました。中学生の女子は難しいと感じています。
・中学校の多感な時期、ちょっと嫌なことを言われると大人が考える以上子どもは悩みます。日頃から
何か悲しいことや嫌なことがあった時は話すように伝えてあります。学校でも子どもたちが先生に話

しやすいような関係を作っていただきたいと思います。そしてトラブルは長引かせずその日のうちに
解決していただけるとありがたいです。もしも娘が間違ったことをした時は、しっかり指導していた
だきたいと思いますし、学習だけではなく、家庭では見えない学校という集団の場所の場だからこ
そ、色々な面が見えてくると思います。良いこと悪いことをしっかり区別できるよう教えていただき
たいです。よろしくお願いいたします。
・担任の先生は本当によく子どもと関わり解決の道を考えてくれています。子どもとの信頼関係もしっ
かりとできており、その点では安心して学校へ送り出せます。ですが、今の佐和田中学校は１年生、
２年生が良くないという話も聞きます。いじめから命をおとすこともあり得ます。人の命の重さをも
っと子どもたちにも指導してもらいたいと思います。ちょっと無視、ちょっと悪口、それをされる側
にしたらどれほど辛いものなのかを相手の立場に立って考えられるようになってもらいたいです。た
くさんのことを学ぶべきときに学ぶことができない子どもを見ていると心が痛みます。人生において
はたった３年、でもこのたった３年のことを一生忘れません。個性を認め合い、いじめのない佐和田
中学校であることを願います。
・担任の先生は持ち上がりなので、子どもについての性格も良く理解してくれていると思います。その
上で、様々な指導をしてくださり、心も体も成長できるよう促してもらえています。安心して学校へ
送り出せている毎日です。
・子どもが悩んでいた際、対象になっていた生徒やその他の生徒にも声かけてくださり、気にかけ親身
になってくださりありがとうございました。個別面談でも丁寧に説明していただき安心しました。
・学級文庫に、担任の先生が星新一を置いて下さっているそうで、子どもが興味をもち”読みたい”と
いう欲が出てきています。ありがとうございます。
・子どもにとって信頼できる先生がいてくださることは、本当に心強いです。
・学年だより、いつも楽しく拝見させていただいています。楽しく学校生活を送っているのだと感じま
す。これからもお願いします。
・男子だからか家では必要最低限のことしか話しません。クラスだよりや学年だよりがもう少しある
と、学校の様子が分かるなあと思います。（先生方、お忙しいのに勝手なこと言ってすみません）
・信頼できる先生方がいてくださることは、子どもにとっても本当にありがたいです。
・とても良い環境で生活させて頂いております。今後ともよろしくお願いいたします。
・小学校とは違う環境の中で、勉強と部活動、友達関係、先輩方に寄せる思いなど、学ぶことだらけの
日々に、たくさんの刺激を受け、学校生活が充実していることが分かりうれしく思います。
・熱心にご指導してくださり感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。
・これからも様々な困難に立ち向かい乗り越えられるようにご指導よろしくお願いいたします。
・入学してまだ３ヶ月の印象ですが、小学校のときに比べて授業の様子や人間関係が良く感じられませ
ん。子ども本人は学校のことをあまり話さないので、何かありましたら、その都度ご連絡いただける
とありがたいです。
・地区懇談会に民生委員の方が参加くださり、地域の情報等お聞きすることができ、とてもありがたい
と思いました。
・佐和田中学校の雰囲気がいいことは子どもを通して感じるので、子どもたちにとって総合的にいい学
校なのだと分かり安心です。
○貴重なご意見、ご要望、ご感想をありがとうございます。学校としましても、学級担任をはじめ、少
しでも子どもたちに寄り添い、関わり合い、支援できる環境をめざし、工夫を重ねながら日々尽力し
ているところです。今後とも何かありましたら、いつでもご相談ください。
・年１回の草刈では足りるのでしょうか。ボランティア活動を呼びかけてもいいのではないでしょう
か。
○心強いお気遣いありがとうございます。もしも、お力をお借りしたい時は、遠慮なくお声がけさせて
いただきます。
・もう少し早く眠れると、朝もスムーズに起きられるのにと思ってみています。部活、学習＋テレビを
見たいとなると仕方ないのですが･･･朝ダラダラが気になります。家庭でも声をかけていきます。
○学校でも、早寝・早起き・朝ご飯、メディアコントロール等、健康に関する指導を重ねてはおります
が、なかなか改善されないのが現状です。申し訳ございませんが、ご家庭でも引き続きお声がけいた

だけるとありがたいです。
・今までの学校アンケートは無記名だったので記名が必要なのか戸惑いがあります。
○学校に対する肯定的な評価や改善点に対して、責任あるご意見をいただくことと、改善点に関する情報
を明確にし、必要があれば直接連絡をとるなど、的確に対応していくために、昨年度より記名式とさせ
ていただいております。今後も遠慮なくご意見をいただけるとありがたいです。
・新潟の方ではエアコンが入っているというニュースを見ました。早めのエアコンは入らないのでしょ
うか。
・熱中症も多いのでクーラー等の設置をお願いしたい。
○エアコンにつきましては、以前、市報にもあった通り、市内小学校が今年度、中学校は来年度設置さ
れることになっております。先日も設計業者が下見に参りましたので、もうしばらくご辛抱くださ
い。

激闘の記録
ソフトテニス
＜夏季選手権大会＞（スポーツハウス９／１４）
女子中学生の部 優勝

駅伝 ＜市中学校駅伝大会＞ （９／１９）
男子 A チーム ２位 １時間 04 分 57 秒

１区
２区
４区
５区

女子

11 分 14 秒(3.35K)
区間２位
11 分 05 秒(3.3K)
区間賞
11 分 58 秒(3.3K)
区間３位
12 分 12 秒(3.3K)
区間２位
A チーム １位 51 分 26 秒

B チーム

１区
２区
３区
４区
５区

８位

58 分 28 秒

13 分 02 秒(3.35K) 区間３位
6 分 32 秒(1.85K) 区間賞
12 分 19 秒(3.3K)
区間賞
6 分 50 秒(1.85K) 区間賞
12 分 43 秒(3.33K) 区間賞

男女とも 10 月 9 日(水）に新発田市五十公野
公園周辺会場で行われる下越地区駅伝大会への
出場権を得ました。

１０月の予定
１日(火)中間テスト２日目
２日(水)授業 6 限、茶花部あり
３日(木)ＰＴＡコーラス練習①19:00～20:00
４日(金)英語検定、ＰＴＡ拡大本部役員会
５日(土)ソフトテニス秋季選手権
７日(月)全校朝会、下越地区駅伝大会激励会
８日(火)市中学校科学研究発表会
９日(水)下越地区駅伝大会、茶花部あり
１０日(木)ＰＴＡコーラス練習②19:00～20:00
１１日(金)授業 5 限（清掃なし）
１２日(土)全佐渡野球新人戦 1･2 回戦
１３日(日)全佐渡野球新人戦準決･決勝
１４日(月)（祝）体育の日
１５日(火)授業 5 限（清掃あり）
１６日(水)授業 5 限（大清掃あり）、茶花部あり
１７日(木)授業 5 限（大清掃あり）、
PTA コーラス練習最終回 19:00～20:00

１８日(金)午前中短縮授業、3 限後大清掃、
彩雲祭準備 5･6 限、茶花部あり
１９日(土)彩雲祭
２０日(日)硬式野球体験
２１日(月)彩雲祭の振替休日
２２日(火)（祝）即位礼正殿の儀、
ブラス合同練習、鶴子銀山ツアー
２３日(水)授業 6 限、朝清掃、午前中短縮授業、
３年実力テスト（～２４日）、
専門委員会
２４日(木)ＰＴＡ３学年委員会
２５日(金)高校説明会 5･6 限、中央委員会、
諸経費納入日
２８日(月)生徒朝会
２９日(火)学校保健委員会
３０日(水)県中駅伝大会激励会、茶花部あり

