
 

 

 

                 E-mail sasaki-jhs@inet-shibata.or.jp       電話 ０２５４（２７）２５０５  

『一 期 一 会』に学ぶ 
グラウンドの桜が、４月半ばには満

開となり、各学年の生徒たちが桜の

下で記念撮影する、微笑ましい光景

が見られました。 

１年生も中学校生活に慣れ、29 年度

の学校生活も本格的に動き出しまし

た。４月１７日（月）からは中学校で

の部活動も始まりました。３年生は、

４月１９日（水）～２１日（金）まで

関西方面への修学旅行に出かけ、楽

しい思い出をたくさんつくってきました。３年生が不在の間は、２年生が中心となって１年生に指

示を出しながらの清掃活動が行われていました。全校生徒６５名が、平成２９年度も順調にスター

トを切りました。 

・・・・・・・・・・・・以下に、「始業式」での講話の一部を紹介します。・・・・・・・・・・・・ 

「別れ」の季節の３月を経て、「出会い」の季節の４月となりました。 

『一期一会』（いちごいちえ）という言葉を知っていますね。私自身も、この言葉を中学生時代に

国語の教科書で学んだことを覚えています。 

この言葉の意味を改めて調べてみると、次のように書いてあります。 

 あなたとこうして出会っているこの時間は二度と巡ってはこないたった一度きりのもので

す。だから、この一瞬を大切に思い、今できる最高のおもてなしをしましょう、という意味が

含められていて、さらに、これからも何度でも会うことはあるだろうけれど、二度とは会えな

いかもしれないという覚悟で人には接しなさい と戒める言葉 

 （フリー百科事典「ウイキペデイア」から） 

前任校に勤務していたときに、この『一期一会』という  

書を、学区に住む方からいただきました。私は、この言葉を  

教科書を通して得た知識として覚えていただけですが、こ 

の書を渡してくれたその方は、この言葉を自身の「人生の道 

しるべ」として大切にしておられました。 

私にとって、『一期一会』という言葉は、多くある熟語の 

一つでしかありませんでしたが、私よりもずっと年齢を重 

ねておられ、多くの人生経験を積んでいるその方にとって 

は、とても大切な言葉のようでした。この言葉のもつ深い 

意味について、改めて考えさせられた瞬間でした。 

たった一つの言葉でさえも、一人一人がその受け止め方 

も違えば、その言葉から想像するイメージも異なります。新たな気持ちで臨む新年度の４月。み

なさんも、自分の考えや感性を大切にすることと同じくらい、あるいはそれ以上に、自分の周りの

人の考えや思いを大切にできる人になれるように心がけていきましょう。 

教育目標 

よく考え、進んで 

実践する生徒 
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 活動の最後に生徒たちが書いた「振り返りシート」を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度最初の「全校道徳」が４月 13 日（木）に行われました。構成的グループエンカウンタ

ーやグループワークトレーニングという手法を取り入れ、他の学年の生徒との交流を深めるこ

とをねらいとして実施しました。最初の「フリーウオーク」では、他学年の生徒５人以上に自己

紹介をしました。次の「じゃんけんウオーク」では、“お願いします”“勝たせてくれて、ありが

とう”“どういたしまして”と声を掛け合いながら、多くの人とじゃんけんをしました。次に「砂

漠でサバイバル」では、グループ内で様々なアイデアを出し合い、話し合いました。最後に、感

想を全員で共有しました。 

今年度第一回目の「全校道徳」を実施しました。 

１年女子 T 

 自己紹介やじゃんけんウオ

ークなどで他の学年の人と

たくさん話せたのでよかった

です。あまりしゃべったことの

ない人達とも話せたのがう

れしかったです。 

１年女子 I 

 先輩達は自分から私に話し

かけてくれたので、すごいな

と思いました。 

 

１年女子 N 

 ２・３年生の先輩たちと活動をし

て、とても楽しかったです。他学

年の人とたくさん会話などをする

のは、とても大切なことだと思い

ました。これからもたくさん話し

て、仲良くなりたいです。 
１年女子 K 

 上の学年の人たちとは話

しづらくていつもはあまり話

していませんでしたが、今日

の全校道徳では、しっかりと

上の学年の人たちと話すこ

とができてよかったです。笑

顔で話してくれたので、とて

も話しやすかったです。 

２年女子 F 

 話し合いでいろいろな意見

が出てきて新しい発見がたく

さんできて楽しかった。積極的

に話しかけることができてよ

かった。 

２年女子 S 

 ３年生がスムーズに話を進めてくれ

ました。１年生の時は、自分の意見をあ

まり言えなかったけど、２年生になっ

て、自分から意見を言えるようになっ

て良かったです。たくさん話せて、楽し

く活動することができました。 

２年女子 Y 

 自己紹介をしたり、じゃんけんを

したりして、他学年の人とたくさん

会話することができて楽しかった

です。最後には、グループの人たち

と「砂漠にきたらどうするか」など

を考えて、一番必要なものもわか

りました。 

２年男子 W   最初の活動は、あまりしゃべったわけでもな

かったのですが、とても盛り上がって楽しかったです。何か「お

題」があって、そのことを話し合うのは、とても楽しく話がたく

さんできました。 

２年男子 I 

 ふだんはあまりかかわらない

先輩などと「ＳＯＳ 砂漠でサバ

イバル」活動で、案を出したり協

力できてよかったです。話にあま

り入れなかったので、次回はその

ようなことがないようにしたい

です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年女子 S   いろんなことを知ることができてよかっ

たです。みんなでいろんなことを考えたり、話したりできて

楽しかったです。「ＳＯＳ 砂漠でサバイバル」のような状況

に陥ったら、私だったらその場にとどまり続けないで歩くと

思うけど、自分の考えとは反対の行動をとる人の考えを知

ることができてよかった。 

３年女子 K 

 自己紹介ウオークやじゃんけんウオーク

で、１・２年生の普段話さない人とも話せた

ので良かったです。「好きなおにぎりの具」

も、みんな個性的な回答で面白かったで

す。「ＳＯＳ」のグループ活動では、私たちの

グループには１年生がいなくて、２・３年生

だけだったのが残念だったけど、その分、２

年生と交流できて良かったです。 

３年男子 K    いろいろな意

見が聞けてよかった。１・２年生とた

くさん話をすることができてとて

も良かった。今日、しっかりと話す

ことができたので、他の行事でも

積極的に話しかけていきたいと思

う。 

３年女子 H  一年生が積極的に意見を

出していたことがすごいなと思いました。

全校道徳で皆と一緒になって考えること

が楽しかったです。 

３年男子 Y  他学年の人の意見と自分の意見が同

じところも結構あったので楽しく活動できました。普

段なかなか無いことをグループで考えることは、自

分のことだけを考えるわけではなく、相手のこともし

っかり考えることができて良かったです。 

３年女子 G   １年生とはあんまり会う機会がな

いので、今日の全校道徳でたくさん話せてよかっ

たです。「ＳＯＳ」を考えるのは、グループに３年生

が私一人で、大丈夫かなって思ったけど、２年生が

積極的に話してくれたので、とても楽しく活動する

ことができました。また、みんなの意見を聞いて、

共感することもできたのでよかったです。 

３年男子 T 

 グループの中に３年生が自分一人っていう

のもあったんですけど、後輩をしっかりまとめ

ることができたと思います。自分たちが正解

だと思った予想がすべて外れてしまったんで

すけど、班全員で楽しく考えることができて

よかったです。また、じゃんけんウオークや自

己紹介も他学年の生徒や先生方とすること

ができて、仲良くなった気がしました。いい企

画、ありがとうございました。 



 ４月 17日（月）に、今年度、第１回目の佐中サーキットが行われました。中学校に入学してから初めて取 

り組んだ１年生に感想を聞いてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐中サーキットが今年度も始まりました！ 

１年女子 I 

 自分が思っていたよりもとてもキ

ツくてびっくりしました。でも先輩た

ちがやさしくリードしてくれたので

なんとかやることが出来たのでよか

ったです。次回はもう少しスムーズ

に動けるようにしたいです。 

１年女子 K 

 最初は楽にできていたのに、後の

ほうになったら急にきつくなって、終

わったときには体中が熱くなってい

ました。でも、達成感がすごくありま

した。次にやるときも、がんばって最

後までやり遂げたいです。 

１年女子M 

 佐中サーキットでやった運動の

10種目の内、ハードルジャンプが

一番つらかったです。次の日に、も

もが筋肉痛になったので、次にや

るときはもっと鍛えたいです。 

１年女子 G 

 ３年生や２年生がや

さしく教えてくれまし

た。むずかしかったけ

ど、楽しかったです。 

１年女子 S 

 佐中サーキットでは

やり方のわからない種

目がたくさんありました

が、先輩方が一から教

えてくれたので、協力し

て行うことができまし

た。ツラかったですが、

励ましの言葉もたくさん

かけてくれて、班のメン

バーとの輪が広がりまし

た！ 

１年女子W 

 佐中サーキットは、体力のない

私にとってとても苦しいものでし

たが、先輩達が優しく教えてくだ

さったのでうれしかったです。特

にキツかったのはハードルを高く

ジャンプする種目で、ほぼ普通に

通過してしまいました。今度から

はしっかりと跳べるようにしたいで

す。 

１年男子 S 

 佐中サーキットは、体力がすごくつくと思

うので、すごくいいことだと思います。つら

いけど、いい運動だと思います。 

１年男子 I 

 ぼくは佐中サーキットはとてもいい行事だと思

います。その理由は体の部分ごとにメニューが分

けられていて、サーキットで取り組むとより効果

的に体を鍛えられるからです。 

１年男子 N 

 ぼくは佐中サーキッ

トはいい活動だと思い

ます。部活動でも違う

サーキットをやります

が、週１回やる佐中サ

ーキットは佐中生全員

が元気に過ごすために

必要だと思います。 



 

 

  ４月１７日（月）に１年生の所属する部活動もほぼ決定し、３年生から１年生までがそろって

の部活動がスタートしました。本年度の各部活動の部員数は次のとおりです。 

4 月 21 日現在 陸上競技 柔道 剣道 吹奏楽 

１年生 ８ ３ ５ ２ 

２年生 １３ １ １ １１ 

３年生 １１ ５ ０ ０ 

合 計  ３２ ９ ６ １３ 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の主な大会の開催予定日】 

大会名 開催予定期日 

新発田市大会 ５月３１日（水）から６月２日（金）の期間 

 ＊種目によって開催日が異なります。 

下越地区大会   陸上競技 ６月２９日（木） ３０日（金） 

下越地区大会   各種目 ７月 ４日（火） ５日（水） 

通信陸上競技大会 ７月１４日（金）  【会場：新潟市】 

県総合体育大会 ７月２２日（土） ２３日（日） 

新発田市 新人大会 １０月 ４日（水） 

下越地区駅伝競走大会 １０月１１日（水） 

県駅伝競走大会 １１月 ２日（木） 【会場：長岡市】 

【日程と会場】 

 新発田市大会 下越地区大会 新潟県大会 

陸上競技 ５月 31 日、６月１日 

五十公野競技場 

６月 29 日、30 日 

五十公野競技場 

７月 22 日、23 日 

五十公野競技場 

柔道 ６月１日 

カルチャーセンター 

７月４日、５日 

京ヶ瀬中学校体育館 

７月 22 日、23 日 

カルチャーセンター 

剣道 ５月 31 日 

カルチャーセンター 

７月４日、５日 

五泉市総合会館 

７月 22 日、23 日 

長岡市市民体育館 

 

4 月 21 日現在 陸上競技 柔道 剣道 吹奏楽 

１年生 ８ ３ ５ ２ 

２年生 １３ １ １ １１ 

３年生 １１ ５ ０ ０ 

合 計  ３２ ９ ６ １３ 
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4 月 21 日現在 陸上競技 柔道 剣道 吹奏楽 

１年生 ８ ３ ５ ２ 

２年生 １３ １ １ １１ 
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部活動と学業の両立を目指してガンバれ！ 



 

 

昨年度佐々木中学校に ALT（英語指導助手）として勤務したレベッカ先生が市内の他校に異動 

となりました。今年度は新たに、佐久間先生が ALTを務めることとなりました。４月 17 日 

（月）から毎週月曜日に佐々木中学校に勤務し、生徒たちに英語の授業を通して、英語でのコミュ

ニケーショ 

ンの楽しさを教えてくれます。 

・・・・・・・佐久間先生の自己紹介・・・・・・・ 

Hello ! My name is Aki Sakuma. I come from the Philippines. I have been living in 

Japan for almost twenty years, but it’s still hard for me how  

to read and write kanji characters. I like Japanese food especially sukiyaki, sushi and 

natto. I like going to Spa or Hot Springs. I also like sports. I like basketball the best. 

It’s my pleasure to be in Sasaki junior high school. 

 

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 本年度の英検（実用英語技能検定）の日程をお知らせします。ＪＫＬＭＮＯＰＱ 

【第一回】 一次試験日  ６月 ２日（金） 二次試験日  ７月 ２日（日） 

【第二回】 一次試験日 １０月 ６日（金） 二次試験日 １１月 ５日（日） 

【第三回】 一次試験日  １月１９日（金） 二次試験日  ２月１８日（日） 

 

 

  

図書支援員 澁谷 さん 

 

みなさん、こんにちは。私の名前は、佐久間アキです。私はフィリピン出身です。ほぼ２０年間日本

で生活していますが、漢字を読んだり書いたりすることは、今でも私にとっては難しいです。私は

日本食が大好きで、特にすき焼き、寿司、納豆が好きです。他にも、温泉へ行くことが好きで、スポ

ーツも好きです。中でも一番好きなのはバスケットボールです。佐々木中学校に来ることができて

とても嬉しいです。 

新しい ALTの先生を紹介します。 

「読書がもっと好きになる。」  図書支援員さんを紹介します。 

みなさんがより本に親しむことができる

ように、図書室の整備をはじめ色々とお手

伝いをしていきたいと思います。 

ぜひ図書室へ足を運んでくださいね。

佐々木中学校には、週に１回の勤務に 

なりますが、よろしくお願いいたします。 


