
６月という月
校 長 宮川 久良

６月 13日に、新潟県を含む北陸地方が梅雨を迎えたと報道がありました。これからの時期は湿度が高く、蒸し暑
い日々が続きます。生徒には日々の体調管理に十分注意してほしいと思います。

６月は「水無月」といわれ、この水無月の由来には諸説あるようです。文字どおり、「梅雨が明けて水が涸れてな

くなることが多いが、逆に田植えが終わり田んぼに水を張る必要がある月『水張月（みずはりつき）』『水月（みな

づき）』である」という説が有力であるようです。他に、田植えという大きな仕事を終えた月ということで『皆仕尽

（みなしつき）』であるという説、水無月の「無」は「の」という意味の連体助詞「な」であり『水の月』であると

する説があるようです。

さて、その６月と 10月は、新潟県が行っている「いじめ見逃しゼロ県民運動」の「いじめ見逃しゼロ強調月間」
にあたります。この強調月間は、学校はもとより家庭や地域との連携を図り、社会全体で児童生徒を見守り、児童

生徒や保護者等が相談しやすい体制づくりを一層進めることを目的として設定されています。

そのいじめの態様の中で、ここ数年浮き彫りになっているのが「ネットによるいじめ」です。文部科学省が毎年

行っている「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の結果を見ても、

ネットによるいじめがいかに増えているか、お分かりいただけると思います。

新潟県「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされた。」とする件数の推移

小学校 中学校 小計 高等学校 特別支援学校 合計

平成26年度 19 58 77 26 ０ 103

平成25年度 12 63 75 19 ０ 94

平成24年度 10 59 69 35 ０ 104

平成23年度 ５ 42 47 20 ３ 70

平成22年度 １ 45 46 15 ０ 61
（文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より）

当校の実態も決して安心できる状況ではありません。

昨年９月 27 日（日）、妙高市文化ホールで「ネットいじめ防止」をテーマにした「深めよう 絆 県民の集い（上
越地区）」が開催されました。昨年度、この集いを担当して、少しでも実のある集いにしたいと準備を進めた記憶が

あります。生徒、保護者、地域の方々から参加いただく集いですので、参加された方もいらっしゃることと思いま

す。この集いで、メディアジャーナリストで慶応大学 SFC 研究所上席所員 渡辺真由子様から、「深刻化するネット
いじめ その現状と大人の役割」という演題で御講演をいただきました。渡辺様は、国内外の数多くの取材を基に、

ネット社会がいじめをどう変えたか、ネットいじめの手口、ネットいじめから子どもを守る対策について御講演く

ださいました。渡辺様は、ネットいじめの応急的な対策として、子どもへのネットリテラシー教育やフィルタリン

グ、子ども同士のルールづくりが必要であること、また根本的な解決策として、日頃からの子どもとの信頼関係づ

くり、加害者にならない対策として子どもの承認欲求を満たすことを挙げられました。そして、渡辺様は「まずは

大人がメディアリテラシーを」と強く訴えておられました。

私たち教員も大人の一人、私は目を覚まされるような内容の講演だったことを覚えています。上記の内容が保護

者の皆様の参考になればと思います。結果を見て叱るだけでなく、常日頃から子どもを見守り、「ダメなものはダメ

です」と導くことが私たち大人の役割ではないでしょうか。

平成２８年６月２５日 ３号

 

糸魚川東中学校だより 



糸魚川市中学校陸上競技大会・上越中学校合同各種大会

５月２７日(金)に糸魚川市陸上競技大会、６月１日(水)・２日(木)に合同各種大会が行われまし

た。選手は、日頃の成果を発揮し、立派な成績を上げました。

糸魚川市中学校陸上競技大会の入賞者を紹介します。（３位まで 敬称略）

＜男子＞

２･３年１００ｍ ２位 渡邊 大夢

１年１００ｍ ３位 相澤 一輝

共通２００ｍ ２位 天池 友希

共通４００ｍ ３位 川島 聖也

共通８００ｍ １位 串橋賢汰郎 ３位 片山 響

２･３年１５００ｍ １位 串橋賢汰郎 ２位 片山 響

共通３０００ｍ １位 片山 拓巳

共通走幅跳 １位 渡邊 弘睦

共通４× 100ｍＲ ２位 寺崎 駿佑 天池 友希 渡邊 弘睦 渡邊 大夢

低学年４× 100ｍＲ ２位 山本 晃平 川島 聖也 橋立 剛 相澤 一輝

＜女子＞

１年１００ｍ １位 曽根 蒼彩

共通２００ｍ ３位 比護ありか

共通走幅跳 ３位 曽根 凜音

共通砲丸投 ３位 藤田 彩香

低学年４× 100ｍＲ ２位 恩田 真心 木島 美紅 関澤 央 曽根 蒼彩

（優秀選手賞の受賞） （全校生徒の前で表彰を受けた選手）

バスケットボールバスケットボール
＜男子＞ ＜女子＞

● 東中 ３６－９３ 糸魚川中 ● 東中 ４０－４３ 糸魚川中

● 東中 ２７－６４ 新井中 ● 東中 ６３－６５ 新井中

● 東中 ４１－７９ 青海中 ※３位 地区大会出場

（４位）



（各校を代表して選手宣誓をした東中の部長）

野 球野 球
● 東中 ０－１１ 糸魚川中 野

○ 東中 ４－４ 能生中 球

（４－２）ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ の

○ 東中 ６－４ 青海中 表

※ ２位 地区大会出場 彰

卓 球卓 球
＜団体＞（男子）５位

（女子）３位 ※女子団体地区大会出場

＜個人＞（男子）相澤 優真 水島昂太郎 渡辺 吏玖 里麻 広空

（女子）５位 原 真咲

関澤 花恋 水島 菜摘 中村 真帆 渡邉 有紗 川井 梨華

※以上７名・地区大会出場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜第１回 生徒総会＞
５月２３日（月）に第１回生徒総会が行われまし

た。今年度の生徒会スローガンは「躍進 ～更なる
やくしん

一歩～」です。

これは、昨年度「繋がる」をスローガンに全校で
つな

絆を深めたことから、さらに躍進する、更なる一歩

を踏み出そうという意味が込められています。

当日は、総務委員会、各委員会、各部活動の今年

度の活動方針に対して、質問や提言が出されました。

応答を通して、よりよい活動方針になりました。今

年度の生徒会活動のよいスタートがきれました。

（質問をする生徒代表）

合同大会を終えて

男子バスケットボール部 部長 水嶌 悠人

今回の大会では全敗してしまい、自分にとって中学校

最後の大会になりました。他の３チームと違い１年主体

のチームでしたが、積極的な攻めやディフェンスが見ら

れました。今回の大会の反省点を生かして、新チームの

活躍を応援しようと思います。大会でのあいさつ・態度

・マナー面は、どの学校よりもできたと思います。東中

のよい伝統を引き継いでほしいです。



合唱祭の会場変更のお知らせ
今年度の合唱祭は、１０月２２日（土）に予定されています。毎年、多数の保護者や地域の皆様

からお越しいただきまして、感謝しております。

５年前に新体育館が完成し、体育館のお披露目も兼ねて、当校の体育館で合唱祭を行ってきまし

た。大勢の皆様から応援いただき、ありがたく思っています。しかし、何年か体育館を使用してい

るうちに「雨の音がそうとう響く」ことが分かりました。２年前の「いじめ見逃しゼロスクール集

会」の際に、雨の音が大きくて劇の声がよく聞こえない、ということもありました。

幸いにして、近年の合唱祭の日は好天に恵まれていましたが、当然雨天の時もあります。せっか

く生徒が練習してきた合唱の歌声が、「よく聞こえない」ことになると、生徒に「申し訳ないことを

した」ということになります。

そこで、今年度の合唱祭は、当校の体育館から場所を変え、「ビーチホールまがたま」で行うこと

としました。会場の変更に際しては、ＰＴＡ会長様や後援会三役の皆様にも御相談･御了解を得なが

ら進めました。御不便をかけることもあるかとは思いますが、御理解いただきますようお願いいた

します。なお、日程やプログラム等につきましては、後日配布されます「合唱祭の御案内」を御覧

ください。

＜参観者のアンケートより＞

学習参観、ありがとうございました

６月１７日（金）は、学習参観日でした。５・６

限の授業と地区大会の壮行式を参観していただきま

した。今回の参観日から、保護者の皆様ばかりでな

く、後援会理事の方、公民館、民生児童委員、学校

評議員等の地域の皆様にも案内をお配りいたしまし

た。これは、地域貢献活動等で、地域でお世話にな

っている生徒の学校での様子を見ていただきたい、

お気付きの点を御指摘いただきたいと考えたからで

す。保護者の皆様とともに何名かの地域の皆様から

御来校いただき、ありがとうございました。今後の

参観日も、大勢の皆様からぜひ御参観いただき、ア

ンケート用紙を用意しておきますので、忌憚のない

御意見をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

７月の予定

４日（月）体育祭結団式 １８日（月）海の日

５日（火）全校地域貢献活動(５･６限) １９日（火）３年保護者高校説明会

５・６・８日 地区懇談会 ２２日（金）１学期終業式 県壮行式

６日（水）専門委員会 ２４日（日） 上越地区吹奏楽コンテスト

７日（木）通信陸上大会 ２５日（月） 夏季休業開始

１２日（火）３年生高校説明会 県中総体(～26日)

１３日（水）～１５日(金) 学期末個別面談 ２７日（水）２年職場体験活動(～８／２)

１４日（木）２年職場事前訪問（２年昼食持参） ※夏期休業中の補充学習、部活動、体育祭

１５日（金）校内わたしの主張大会 準備等の予定は、後日お知らせします。

整理整頓が行き届いています。また、先

生方と生徒の関係が大変良好に感じまし

た。生徒の来客に対する挨拶もしっかりし

ていました。

３年生が廊下ではきはきと挨拶をしてく

れました。参観客を迎える第１歩かと思い

ます。

３年２組･･知る、知らないが伸びやかで

いいですね。ガンジーを多くの生徒が知っ

ていることに驚きました。声の小さな生徒

の声をどのように拾うかが課題だと思いま

す。


