
                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

思いやりの気持ちを大切に 

校 長 大滝 健 

 8 月 30 日、佐々木中学校の２学期 80 日がスタートしました。33 日間の夏休みを無事に終え、

全校生徒が再び元気に佐々木中学校に集まれたことをたいへん嬉しく思います。夏休み中も生徒

は部活動や体育祭準備、北信越大会や全国大会出場そして奉仕活動などたいへんがんばりました。 

始業式では、２学期に期待することを１つ話しました。それは、思いやりの気持ちを常にもっ

て生活してほしいということです。2 学期は、体育祭や合唱発表会等大きな学校行事が控えてい

ます。行事の成功には、他の人と協力することが不可欠です。協力するためには、相手を思いや

る気持ちが何より大切です。この気持ちがあれば集団の気持ちが１つなり、よい方向に向かいま

す。正しいことを言っても行っても思いやりの気持ちが欠けていれば、行事の成功は難しくなり

ます。学校行事をとおして、日常において、さらに思いやりの気持ちがあふれる居心地のよい学

校に向かってほしいです。思いやりの心を「恕（じょ）」とも言います。恕を大切にしましょう。 

 保護者、地域の皆様、新型コロナウイルスの急激な感染拡大がたいへん心配される中でのスタ

ートとなりました。学校ではこれまでの感染症対策（マスク着用、手洗い、換気、人との距離、黙

食等）をゆるめることなく徹底して確実に行います。ご家庭でも感染症対策や毎日の健康観察を

行い、発熱やせき、だるさなど体調がよくない時は無理をせずに学校を休ませる等、今後もご協

力をよろしくお願いいたします。２学期も佐々木中学校の教育活動に引き続き温かいご理解ご支

援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

予定は変更する場合があります 

 

１ 日（水） スマイル フッ化物洗口 体操着登校 16日（水） 中間テスト 1日目 

２ 日（木） 体育祭予行練習（3限～5限） 17日（金） 中間テスト ２ 日目  Ｓ Ｃ来校日 

３ 日（金） 体育祭練習（3限～４ 限）体育祭準備 
21日（火） 

秋の交通安全立哨指導（～22日）午前授業 

専門委員会 ワクチン接種 

４ 日（土） 体育祭 弁当 （雨天時休日） 22日（水） 部活休止日 フッ化物洗口 佐中サーキット 

５ 日（日） 体育祭予備日 （雨天時月曜授業） 24日（金） 生徒朝会 ２ 年生職業講話（5限～6限） 

６ 日（月） 体育祭代休 25日（土） 第 5回下越陸上競技記録会（胎内市） 

７ 日（火） 全校朝会 ALT  27日（月） ３ 年生実力テスト 新人・地区駅伝大会激励会 

８ 日（水） フッ化物洗口 佐中サーキット  28日（火） フッ化物洗口 ５ 時間授業 ALT 

９ 日（木） 放課後活動停止（～16日まで） 29日（水） 新人大会 

14日（火） ALT  30日（木） 市教委訪問 

1日（金）スマイルアンケート 英語検定  4日（月）全校朝会 教育相談（～８日まで） ６日（水）下越地区駅伝大会 

7日（木）ＳＱ  8日（金）漢字検定   11日（月）報告会 ３年生実力テスト     12日（火）ワクチン接種  

14日（木）３年生企業訪問   18日（水）２年生職場体験（～20日まで） 歌練習開始  20日（水）専門委員会  

21日（木）委員長会      22日（金）生徒朝会     30日（土）合唱発表会 

ＴＥＬ ：０２５４－２７－２５０５ 

Ｅ-mail：sasaki-jhs@inet-shibata.or.jp 

ＵＲＬ ：http://sasaki-j.shibata.ed.jp 

 
教育目標 
よく考え、進んで 

実践する生徒 
 

mailto:sasaki-jhs@inet-shibata.or.jp


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 佐々木地区環境保全協議会の皆様のご指導を受け、１年生がそばの種まき作業を体験しました。 

当日はたいへんな暑さの中でしたが、参加した生徒は耕していただいた畝に思い思いに種をまき 

ました。朝早くから準備そしてご指導いただいた佐々木地区環境保全協議会の皆様、暑さの中た

いへんありがとうございました。 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

新発田市生涯学習センターで「しばた平和のつどい」が開催され、S・Mさん、W・Cさん、F・T

さん、T・Kさん、T・Aさんが代表として参加しました。平和DVD 鑑賞、高校生平和大使Sさん

との対談、平和記念講演の内容でした。戦争や核兵器の悲惨さ、平和の大切さを改めて考える機

会でした。体験者からの体験を次に伝えていく大切さも学びました。 

  

 

 

 朝の６時からの作業に生徒、保護者の皆さん併せて大勢の方が参加しました。熱心に作業して

いただいたお陰で、グラウンドがきれいに整備されました。計画準備をしていただいたPTA施設

部の皆様、また、ご都合をつけて参加協力いただいた皆様、たいへんありがとうございました。 

 

 

 

 

 
 

 

 



北信越中学校陸上競技大会 ８月３日（火） 
富山県総合運動公園陸上競技場で行われた第 42 回北信越中学校陸上競技大会に新潟県代表選

手として S・Mさんと I・Sさんが出場しました。猛暑の中、二人は全力でがんばりました。 

【結 果】 

★男子８００M 入賞 第６位 S・Mさん（３年） 記録 ２分０１秒９５ 

★男子砲丸投     第９位 I・Sさん（３年） 記録 １０M９４cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国中学校陸上競技大会 ８月 18日（水） 
茨城県笠松運動公園陸上競技場で行われた第 48 回全日本中学校陸上競技選手権大会に本校初

の選手として、S・Mさんが出場しました。予選は９組まであり、全国から集まったトップ選手の

中で新潟県代表として堂々と自分の走りを見せてくれました。最後までよくがんばりました。 

【結 果】 

★男子８００M 予選第８組 S・Mさん（３年） 記録 ２分０４秒８１ 

 
 

 

 

市生涯学習センターで第３回同和問題ＰＴＡ講座が行われ、全３回の全ての講座が終了しまし

た。当日は「人権センターながの」の事務局中本さんによる、リモートでの講演でした。これまで

参加いただいた佐々木中学校ＰＴＡ保護者の皆様、たいへんありがとうございました。また、職

員は８月 26 日（木）に、隣保館を会場に佐々木小・中合同で同和教育の研修会を行いました。 

【お知らせ】 

9 月 1 日（水）より養護教諭の T 先生が２月末までの予定でお休みになることになりました。

代わりに、W先生が来られます。よろしくお願いいたします。 

S・Mさん：２つの大きな大会に出場することができてとてもよか

ったと思います。ここまでの成果が出せたのも共に練習してきた

仲間と教えてくださった先生方や支えてくれた家族のおかげで

す。本当に感謝しきれません。応援ありがとうございました。 

I・Sさん：僕がまさか北信越大会に出場できるとは思っていませんで

した。僕がこれまでがんばれた理由は周りの人の応援と支えがあった

からだと実感しています。北信越大会ではあまりの緊張で上手く投げ

ることができなったけど、改善点や学んだことがあり、とても良い大

会になりました。応援していただいた方々、そして親に恩返しができ

るようにこれからもがんばっていきたいです。 

 

 

 

 



２学期始業式 ８月 30日（月） 
33 日間の夏休みを終えて、全校生徒が元気に集まり 2 学期の始業式を行いました。夏休みの反 

省と2 学期の目標を 1年生 S・Hさん、2年生 A・Sさん、３年生 S・Mさんが生徒代表として発表

しました。それぞれ事前の準備をしっかり行った、たいへん立派な発表でした。 

 

 

 

赤  軍 リ ー ダ ー 白 軍 リ ー ダ ー 

応援団長     E・Aさん        

副団長      W・Cさん 

バックボード長  W・Kさん        

応援団 3年    Y・Sさん  T・Iさん 

応援団２年    Y・Sさん  K・Rさん 

応援団１年    E・Nさん  K・Sさん 

バックボード３年 T・Sさん 

バックボード２年 T・Aさん  M・Aさん 

バックボード１年 S・Hさん  M・Hさん 

応援団長     S・Mさん   

副団長      K・Tさん 

バックボード長  T・Hさん 

応援団 3年    U・Mさん K・Iさん 

応援団２年    K・Aさん A・Sさん 

応援団１年    W・Hさん F・Mさん 

バックボード３年 E・Rさん 

バックボード２年 S・Mさん K・Aさん 

バックボード１年 T・Hさん O・Aさん 

【体育祭スローガン】 

燃やせ佐中魂！！ ～ ・  最高の体育祭～ 
〇赤軍応援団長  E・Aさんより 

「正々堂々と戦い、悔いの残らない最高の体育祭にします！」 
〇バックボード長 W・Kさんより 

「みんなで協力して良いバックボードができました。体育祭本番もがんばります。」 
〇白軍応援団長  S・Mさんより 

「勝つことはもちろんですが、赤・白共に史上最高の体育祭であり、みんなの思い出になるよ

うな体育祭にできるようがんばります！」 
〇バックボード長 T・Hさんより 

「白軍で協力し、全力でバックボードを作り上げました。当日はバックボードの魅力を伝えら

れるようがんばりたいです。」 

＊プログラム等、詳しくは配付済みの「体育祭のご案内」ならびに「体育祭の参観について（お願

い）」をご覧いただき、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応に是非ご協力をお願いいたします。 

【S・Hさんの発表（一部抜粋） 夏休みは勉強と部活、駅伝練習を目標にがんばりました。大会が中止になりました

が、次の大会に向け良い記録が出せるように練習をがんばりたいです。２学期がんばりたいことはテストと体育祭です。

良い結果が残せるよう家庭学習の時間を増やし、苦手な教科を後回しにせず計画的に取り組みたいです。体育祭は初め

てなのでとても楽しみです。チームのみんなと力を合わせ、楽しい体育祭になるようにしたいです。 

 

 

 

 

【A・Sさんの発表（一部抜粋）】 夏休みはがんばったことが２つあります。１つめは運動です。自分なりに 1日の

中で運動をがんばりました。最後まで続けることができて良かったです。２つめは勉強です。宿題が早く終わったので

中間テストに向けて苦手な教科を中心に勉強をしました。1週間に１冊読書することもがんばりました。2学期は中間テ

ストをがんばりたいです。授業で分からないところを調べたり聞いたりして、目標点を超えられるようにしたいです。

２学期はいろいろな行事があるのでたいへんですが、１つ１つがんばっていこうと思います。 

【S・Mさんの発表（一部抜粋）】 陸上競技の800M走で北信越大会と全国大会の大きな大会に参加しました。北信越

大会では目標通り入賞することができました。全国大会では、あまりいい結果ではありませんでしたが、陸上を始めた頃

から目標にしていた大きな大会に出場できてよかったです。2学期の目標は勉強をがんばることです。夏休みにやり残し

た分やこれからの受験勉強に向けてさぼらずに進めて、2学期を充実した学期にしていきたいです。 


