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今回の学校だよりは、２学期始めの第６号と、文化祭関係のご案内文書、お

願い文書がはさんであります。ぜひ、ご一読いただき、ご理解とご協力を、お

願いいたします。

【高千中学校だよりの内容】

１ページ目（次ページ） 「がんばー！」

２ページ目 新潟県中学校総合体育大会陸上大会

たかち芸能祭

生徒会主催 空ビン回収！

わたしの主張大会

２学期始業式の校長講話［要約］

３ページ 校内トレセン

佐渡国際トライアスロン大会・ボランティア

活躍の記録

９月・１０月の主な行事予定

※Ａ４裏表印刷した「平成２９年度 前期学校評価」が間にはさんであります。

【高千小・中学校文化祭関係の文書】

下記のものが、学校だよりの間にはさんであります。ぜひ、ご一読ください。

高千小学校創立１４０周年記念

「高千小・中学校文化祭・学習発表会のご案内」（ライトグリーン色紙）

「文化祭食品バザーの注文について」（クリーム色紙）

「バザーのための現物寄付のお願い」（クリーム色紙）

「高千・外海府地区地域作品展・作品募集について」（ライトブルー色紙）

「高千・外海府地区地域作品展に出品される皆様へ（出品票付）」A3版

※出品票は、各地区１０部ずつはさんであります。部数が足りない場合は、高千中学校までご連絡

ください。（７７－２０１９）

「ボランティア募集のお願い」（ピンク色紙）
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がんばー！

夏季休業中、９月２２日（金）に行われる駅伝大会に向け、毎日のように練習が行われました。

駅伝に参加する生徒は「大会参加コース」、その他の生徒は「体力アップコース」に参加し、全校

生徒が練習しました。走ることが苦手な生徒もいます。ですが、「がんばー！」の声が響く練習風

景を見て、「やっぱりいいなぁ。」とわたしは、清々しい気持ちになりました。

速い生徒ががんばっている生徒に「がんばー！」と声をかける。声をかけられた生徒も、すれ

違う生徒に「がんばー！」と声をかける。お互いがお互いを励まし合う。

何とも、心がほっこりとします。

高千中学校は生徒数が少ないため、様々な行事に向けて、全校生徒で行うことが多いです。ま

た、一人一人が分担する役割も非常に多いです。いやでもやらなければいけないことが学校生活

にはたくさんあります。生徒数の多い学校では、経験しないだろうことも、生徒一人一人に役割

として回ってきます。

「なぜ、やならきゃいけないのか？」

この疑問も確かに必要かもしれません。ですが、それよりもっと必要なのは、「やってみること」

だと思っています。勉強もそうですが、「やらされているうちは身に付かない。」とよく言われま

す。これは、「どんなことにも、通じるな。」としみじみ思います。やらされているうちは、身に

付くものも、よく身に付かない。やる気になれば気付くものにも、まったく気付かない。と、い

うことです。どうせやるなら、ぜひ自分のものにしてほしいと思います。

確かに、「いやだな。」という思いをポジティブに変えて、「よし！やるか！」と重い腰を起こす

のには大きなエネルギーが必要です。

「人間万事塞翁が馬」という言葉があります。（わたしは、人間＝「にんげん」、と読んでいま

したが、「じんかん」とも読むんだそうです。）

今、やっていることが将来、どのように役立つかは未知数です。「無駄だと思うこと、いやだな

と思うことに、意外と大切なものがある。」ということにも、年を重ねて、気付くことになります。

２学期は、気持ちのチャンネルを必要に応じて少し変えてみましょう。

ポジティブモードに！

見える景色がきっと変わり、気付かなかったこと、見えなかったものが見えてくるかもしれま

せん。むだな、嫌なことにこそ、自分を成長させてくれる「鍵」が隠されているかもしれません。

さあ、２学期は、「がんばー！」と励まし合いながら、「鍵」を見付ける学期にしましょう！

教育目標
☆学ぶ高千
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新潟県中学校総合体育大会陸上大会 たかち芸能祭
７月２６日（火）新潟県中学校総合体育大 ８月１３日（土）の夕方から、高千小・中学校

会陸上大会の男子砲丸投げに、３年寺尾駆さ のグラウンドで「たかち芸能祭」が行われました。

んが出場しました。駆さんは、１学期から、 高千中学校は、昨年と同じく、全校生徒で参加し、

砲丸投げの練習を顧問の先生と行ってきまし １番目に文弥人形を披

た。当日は雨でしたが、全力を尽くしました。露しました。ひらがな

入賞には至りません 盛衰記「粟津ヶ原」～

でしたが、この大会 ともゑ合戦の場～を演

に参加したことで大 じました。一人一人の

きな自信となり貴重 生徒の真剣な演技に対

な体験ができたと思 して、多くの地域の方々から盛大な拍手をいただ

います。 きました。

生徒会主催 空ビン回収！ わたしの主張大会
８月２１日（月）の午前に全校生徒で、各 ８月２４日（木）の午前に、「わ

地区の空ビン回収を行いました。当日は、暑 たしの主張大会」が金井中学校で

い日でしたが、生徒も職員も一緒になり汗を 行われました。高千中学校を代表

流しながら活動をして、たくさんのビン類を して、３年 池田伊吹さんが「故

集めました。また地域の皆様からは、空ビン 郷 佐渡を住みよい島に」という

の提供や回収の手伝いなど、手厚い御支援を タイトルで発表しました。審査委

いただき、ありがとうございました。この空 員、荒木久夫会長さんを始めとす

ビン回収は、空ビンを回収することで、一人 る佐渡市青少年健全育成協議会の地区代表者、金

一人の子どもたちに、働くことの大切さや厳 井中学校全校生徒等の大勢の観客を前に、堂々た

しさ、地域への貢献を学ばせるよい機会とな る態度で主張する姿は、大変立派でした。

りました。

集まった１４，４７５円のお金は、部活動

の補助等の教育活動のための費用の一部とな ２学期始業式の校長講話［要約］
ります。御協力いただきました保護者や地域 ８月２８日（月）の２学期始業式では、次のよ

の皆様に心より感謝を申し上げます。 うに生徒に話しました。

今年度も、在籍生徒のいる地区で空ビン回 生徒の「２学期の抱負」では、勉強や部活を頑

収を行いました。 張ると、どの生徒も異口同音、個々の思いが語ら

ですが、その他の れました。そのことに触れ、１学期終業式に話し

地区からも多くの た「自己管理能力を育てましょう！特に、時間管

御協力をいただき 理の力を！」と呼びかけました。

ました。 （おまけ）１日２４時間は、誰にも平等に与えら

大変ありがとうご れています。自ら時間を管理し、２度とない時間

ざいました。 を大切に使ってほしいと思います。



- 4 -

校内トレセン
９月１日（金）に校内トレセンを行いました。

午前中は、学区のジオパーク巡りをしました。岩谷口の跳坂（Ｚ坂）、響岩、関の寒戸崎、鏡岩、

植物化石採取＆観察、後尾の影の神等を巡り、高千・外海府地区に住みながら、知らなかった地

域の自然や歴史について、ジオパーク推進委員の相田満久さんから、興味深いお話を伺いました。

午後には、相川消防署の方々から救命救急法（心肺蘇生法とＡＥＤ）について、ダミー等を使

って体験学習を行いました。その後、仲間づくり活動では、ＪＲＣ佐渡地区トレーニング・センタ

ーに参加した生徒が中心に、そこで体験したゲームを行いました。グループ全員が協力しないと解

決できない課題もあり、どのグループも一生懸命取り組んでいました。

夕食の調理・会食では、３つのグループがそれぞれ「担々麺」「オムライス・

カレー」「カレーライス」等を作り、食しました。デザートを含め、テーブルにのりきらないほどの

豪華なグループ。作りすぎて食べきれず、他のグループから応援をもらって何とか食べきったグル

ープなど、様々でした。

今年度は、一日日程ではありましたが、中身の濃い体験と学びがあり、楽しく活動できたようです。

佐渡国際トライアスロン大会・ボランティア
９月３日（日）、佐渡国際トライアスロン大会がありました。高千ＡＳには、全校生徒２１名、

教職員８名が参加し、ボランティア活動を行いました。

スピードを出しながら来るバイクの選手に飲み物や食べ物を渡すため、大きな声で「コーラ」

「水」「アクエリアス」と叫びながら渡しました。

活躍の記録
７月14日 日本漢字検定 第３級 ２年 石塚 美咲 第４級 ２年 須田 紀良璃

第５級 １年 五十里屋 彩心 池田 百花 長嶋 結子
８月７日 両津川開き野球大会 準優勝 赤泊中・高千中学校チーム

参加生徒：３年 池田 伊吹 寺尾 駆 古城 俊介
８月11・12日 ＪＯＣ新潟県予選バドミントン大会 男子単 第３位 １年 中山 結斗
８月19日 大塚ソノエ杯バドミントン大会 男子単 第３位 １年 中山 結斗

男子複 第３位 １年 川口 友慈 平越 永遠

９月・１０月の主な行事予定
【９月】 【１０月】

６日（水）Ｗ：国語 海岸清掃 ２日（月）中間テスト②
７日（木）Ｗ：数学 基礎学テ：英語 ３日（火）あいさつ運動 高千小マラソン大会補助
８日（金）Ｗ：英語 総合（文弥人形） ４日（水）全校朝会

１１日（月）３年実力テスト① 駅伝試走② ５日（木）Ｗ：国語 校内マラソン大会
１２日（火）３年実力テスト② ６日（金）Ｗ：数学 英検②
１３日（水）２年生職場体験 ８日（日）相川地区駅伝大会
１４日（水）１年生職場見学 ２年生職場体験 ９日（月）祝 体育の日

３年生地域貢献活動 １１日（火）Ｗ：英語
１６日（土）佐渡陸上記録会 １２日（水）新潟地区駅伝大会
１８日（月）祝 敬老の日 １６日（月）３年実力テスト①
１９日（火）基礎学力テスト 国 １７日（火）３年実力テスト②

小・中合同激励会 ２０日（金）基礎学力テスト 数
２０日（水）生徒朝会 佐渡高校体験入学 ２３日（月）振替休業日（２８日の）
２２日（金）佐渡市中学校駅伝大会 ２６日（木）生徒朝会

中間テスト前部活動なし（10/1まで） ２７日（金）数検
２５日（月）ＰＴＡ交通安全活動（28日まで） ２８日（土）文化祭前日準備

家庭学習強調週間開始（10/1まで） ２９日（日）文化祭
２９日（金）中間テスト① ３０日（月）振替休業日（２９日の）
２８日（水）生徒朝会 ＰＴＡ交通安全活動


