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生徒一人一人の良さに光が当たる教育活動

校長 小沼 泰高

９月１２日(土)に体育祭を実施しました。今年は、分団様のテントをお借りしてＰＴＡの皆様
より設営を手伝っていただきました。テントを倍増したおかげで、ソーシャルディスタンスと暑
さ対策双方に対応した生徒応援席を設営することができました。また、夏季休業を短縮した授業
期間には、新穂地区公民館様の一室を教室としてお借りしました。公民館御利用の皆様には御不
便をおかけしましたが、校内でエアコンがついているランチルームとコンピュータ室とを併用
することで、生徒は暑さに苛まれることなく学習することができました。地域のありがたさをし
みじみ実感した夏でした。本当にありがとうございました。
さて、下表は２学期の主な行事です。新型肺炎により中止となったものもあります。残りの行
事が、｢無事に開催できますように！｣と願っている次第です。
実施予定
9／29(水) ２年生職場体験 30 日(水)まで

中止
9／18(金) 市中学校駅伝競走大会

10／ 1(木) ３年生修学旅行(県内) 3 日(土)まで

10／18(日) 新穂地区駅伝

10／ 9(金) あいさつ祭り(学校運営協議会主催)

11／10(火) 市中学校音楽発表会

10／14(水) １・２年生島内校外学習

※上記の三つは、新穂中学校主催の行事で

10／24(土) 文化祭

はありませんが、授業等の教育活動に関

10／29(木) 小学 6 年生中学校体験入学

係するため掲載しました。

そのような中、国と市から消毒スタッフさんの配置やコロナ対策の予算配当がありました。あ
りがたい限りです。早速、非接触型体温計を購入しました。予算は、上記行事や諸活動等におけ
るコロナ対策として有効に執行していきたいと思います。保護者並びに地域の皆様におかれま
しても、良いアイディアがございましたらお知らせください。
それにしても、感染症対策を前提にした教育活動がこの先も続くと思うと気重になりますが、
それすらも糧にできる生徒たちの柔軟性や進取性は頼もしい限りです。体育祭活動が始まった
夏休みには、感染防止に即した新種目を創出したり、応援スタイルを試行錯誤したりしていまし
た。また、パネル制作では異学年の係生徒たちが、日頃の縦割り班清掃や縦割りチームによる球
技大会などで培った親和性を発揮しながら、一生懸命活動していました。
このように、新穂中の生徒には良いところがたくさんあります。しかし、｢自分には良いとこ
ろがある｣という生徒アンケートの結果は、６９.２％(令和２年度新穂中)、７６.７％(平成３１
年度新潟県)、７４.１％(平成３１年度全国)となっています。２学期は、｢えｯ！私にはこんな良
さがあったの！？｣、｢○○さん、すごい！｣、「○○さん、ありがとう！」などの声がたくさん
飛び交う教育活動を展開していきたいと思います。御支援よろしくお願いします。

体育祭特集
９月１２日（土）に体育祭を開催しました。晴天にも恵まれ、今年度のスローガン「力戦奮闘～本気の
君が美しい～」のとおり、生徒は競技と応援に本気になって取り組み、たくさんの感動を私たちに届けて
くれました。閉会式や解団式では勝敗をこえて、お互いのチームを賞賛し合ったり、仲間同士認め合った
りする姿が見られました。体育祭の活動を通して、生徒一人一人が大きく成長することができました。今
後の新穂中学校の発展が楽しみです。
保護者の皆様には、地域からテントを出していただいたり、片付けを手伝っていただいたりするなど、
多大なるご支援とご協力、盛大なるご声援をいただき、ありがとうございました。

【赤軍：勇往邁進 パネルの前で記念撮影】

【赤軍：午後の応援合戦の様子】

【全校伝統種目：まほろば】

【青軍：青天霹靂 パネルの前で記念撮影】

【青軍：午後の応援合戦の様子】

【解団式の様子】

令和２年度 １学期保護者アンケート
７月の個人懇談では、保護者アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。学校に対する感
謝や励ましの言葉をいただき、うれしく思います。その一方で、改善すべきご意見もいただきました。２
学期以降、全職員で改善するよう努力していきます。なお、回収率は９４．５％でした。

保護者アンケート結果

※パーセントは肯定的評価

アンケート項目

Ｒ２年前期

学校の目指す教育は保護者の願いや思いを反映したものになっている。

１００％

学校は、たより等で取組の様子や生徒の姿を伝え、保護者の要望にきめ細かく対応している。

１００％

学校はいじめ等生徒指導上の問題に適切に対応し、子どもは楽しく学校生活を送っている。

９９％

子どもと将来のこと（夢や希望、職業など）について話し合っている。

８５％

子どもは毎日、１時間以上家庭学習する習慣が身に付いている。

７２％

子どもは平日、メディア（テレビ、ゲーム、スマホ等）との接触時間が２時間以下である。

４９％

子どもは体力がついてきていると感じる。

９０％

子どもは進んで地域や保護者や先生にあいさつをしている。

８６％

子どもは、交通ルール、社会的礼儀、マナー等、正しく判断する力や規範意識をもっている。

９２％

子どもは佐渡、新穂の良さを理解し、郷土を誇りに思っている。

９１％

保護者自由記述とその回答
○楽しく学校に通っている子どもの姿を見てうれしく思います。コロナウイルス等で先生方も大変だと思
いますが、子どもたちが楽しく通える環境作りをこのまま続けていただきたいと思います。
→ありがとうございます。全職員で協力して、継続して取り組んでいきます。
○部活動に文化部をつくってください。
→２学期以降に月２回程度クラブ活動として、美術、音楽、裁縫、将棋クラブを計画しております。
○子どもがいきいきした感じで楽しく学校に通っています。先生の熱心さが子どもに伝わるのだと思いま
す。これからもよろしくお願いします。
→こちらこそありがとうございます。これからも全職員で、努力していきます。
○学校だよりで子どもたちの様子がよくわかってありがたい。
→ありがとうございます。今後も生徒たちの様子が伝わるようにしていきます。
○授業によって、落ち着きがない様子があると聞いています。生徒をよく見ていただき、ご指導お願いし
ます。
→ご指摘ありがとうございます。真摯に受け止め、全職員で対応していきます。
○週刊「はばたき」は子どもたちに寄り添った文面でとても読みやすい。新穂中が変化しようとしている
のがよくわかります。いつもありがとうございます。
→いつも読んでいただきありがとうございます。今後も皆様に読んでもらえるたよりを発行していき
たいと思います。
○いつもありがとうございます。学校と協力して、良い学校になればと思います。
→こちらこそ、いつもご協力ありがとうございます。保護者と地域の皆様と生徒と職員が同じ方向で
教育活動が展開できればと思っています。

生徒アンケート結果 ※パーセントは肯定的評価
アンケート項目

Ｒ２年前期

１ 授業準備を確実に行い、ノートや発言など意欲的に授業に取り組んでいる。

９１％

2 教え合いや学び合いを通して、話す、聞く、書く、読む力、発表する力が向上している。

８８％

３ 毎日家庭学習に１時間以上取り組んでいる。

４０％

４ 時間や身だしなみなど、学校のきまりを守って生活している。

９４％

５ 他者への思いやりの気持ちをもって行動し、いじめは見逃さない。

９４％

６ 係活動や委員会活動では、自らの役割を自覚し、仲間と協力して活動している。

９６％

７ 学校行事やその準備・片付けに一生懸命取り組み、達成感を味わうことができた。

９２％

８ 佐渡や新穂の良さに気付き、ふるさとに誇りをもっている。

９４％

９ 他者と協力して活動したり、やり遂げたりすることは楽しい。

９５％

10 自分には良いとことがある。

６９％

11 部活動や体育の授業で、体力や運動技能を向上させようと努力している。

９５％

12 １日３０分以上運動（徒歩や自転車、休み時間を含む）をしている。

８９％

13 運動することは楽しい。

７９％

14 健康のため、早寝・早起き・朝食を心がけ、規則正しい生活をしている。

７６％

15 平日メディアとの接触時間２時間以内を守っている。

５４％

16 平日メディアとの接触時間を決められた時間までに止めている。

５５％

学校運営協議会でのご意見・ご質問とその回答 ８月２６日（水）
○思考力・判断力・表現力を高めるために、どのような授業をするのですか？
→ドリル的な学習を通して、知識や技能を習得していく授業ではなく、知識と知識を関連付けて、生
み出した知見を文章や口頭で表現していく授業です。そのような授業になるように、研究主任を中
心に、職員が一人一回公開授業を行い、授業改善に取り組んでいます。
○「いじめは絶対にあっていはいけない」と１００％の生徒が認識してほしい。
→そのような生徒の実態になるように、
「いじめはなぜいけないのか、そういう考えでいいのか、自
分ならどうするのか」と生徒に問い続け、生徒のいじめに対する考え方を広げたり、深めたりして
いきます。
○生徒の自己肯定感が低いという現状をどのように捉えているのか？
→職員から見ると生徒はよく頑張っていると思うのですが、生徒は「自分はまだまだ」と謙虚に考え
ているのではないかと思っています。自分の良さや成長が実感できる場を授業や諸活動で継続的に
設けていきます。
２学期に入り、代議員の皆さんが、生徒と生
徒、先生、地域の人をつなぐ活動を始めまし
た。お互いの良さに気づき、認め合い、更に新
穂中学校がよい雰囲気になることを願っていま
す。

職場体験に向けて、２年生頑張っています！
９月２９日（火）
、３０日（水）に行われる課題解決型職場体験に向けて、準備が進んでいます。９
月２日（水）には、旅のホテル、新穂トキっ子保育園、新穂図書館、佐渡乳業、中川製パン所、トキ交流
会館、佐渡薬品薬局の事業所の方々から来ていただき、仕事内容や働く意義、人生観などを語っていただ
きました。多くの生徒が学校では学べないことを知ることができ、有意義な時間を過ごすことができまし
た。お仕事のある中、お越しくださった事業所の皆様、ありがとうございました。

【新穂図書館で職場体験をするグループ】

【旅のホテルで職場体験をするグループ】

栄光の記録
８月１日（土）
、２日（日）に両津七夕・川開き大会や
トキの子カップバレーボール大会が開かれました。今年度
は、３年生にとって最初で最後の公式試合となりました。
参加したどの選手も最後まであきらめず、全力でプレーす
ることができました。応援に来てくださった３年生の保護
の皆様、ありがとうございました。また、３年生の皆さん、
３年間、お疲れ様でした。
両津七夕・川開きバスケットボール大会（８月１日、２日） 【バスケットボール部 表彰の様子】
新穂中男子 ３位
両津七夕・川開きソフトテニス大会（８月１日、２日）
中学１年生女子

石山つばさ・濱辺桃亜ペア ２位

中学２、３年生女子 末武佑理・濱辺恋那ペア ３位
竹中姫鞠・野口心晴ペア ３位
わたしの主張佐渡地区大会 優秀賞 末武 佑理
英語検定
３級合格 末武 佑理
４級合格 石井 由菜
５級合格 相田 天真 小嶋 春奈 山口 真央

【ソフトテニス部 表彰の様子】

１０月の予定
１日（木） 修学旅行１日目

新穂学校後援会
たくさんの会費をありがとうございました

２日（金） 修学旅行２日目
３日（土） 修学旅行３日目
７日（水） 下越地区駅伝大会（前日移動）

今年度も７月から１口５００円の新穂学校後援

８日（木） ＰＴＡメディア講演会

会会費納付をお願いし、たくさんの会費をいただ

９日（金） あいさつ祭り

きました。ご協力大変ありがとうございました。新

１０日（土） 第２回英語検定

穂小、行谷小、新穂中の３校で大切に使わせていた

１２日（月） NIE 公開授業

だきます。１２月に改めて、詳細をご報告させてい

１３日（火） 基礎学力テスト国

ただきます。

１４日（水） 基礎学力テスト数
１年生新穂探訪
２年生島内探訪

集 新穂中ＨＰを随時更新しています。
落
人 数
金
額
皆 ぜひ、ご覧ください。
川
２６人
１３，０００円
舟 下
４１名
http://niibo-js.sado.ed.jp
下新穂
３５名

２０，５００円

２４日（土） 文化祭

武 井

２７名

１４，０００円

２６日（月） 振替休日

下大野

３３名

１６，５００円

２９日（木） 小６体験入学

郷 平

２４名

１３，５００円

上大野

３９名

１９，５００円

井 内

２０名

１１，５００円

上新穂

２７名

１３，５００円

瓜生屋

７１名

３６，５００円

８月３０日（日）に第１回奉仕作業が行われました。

正明寺

３１名

１５，５００円

朝早くからたくさんの保護者の皆様に来ていただき、

田野沢

１８名

９，０００円

ありがとうございました。おかげさまで、校舎周り、

潟 上

９５名

４９，０００円

グラウンドと大変きれいになりました。今後とも、新

青 木

４２名

２１，０００円

穂中学校の教育活動にご協力お願い致します。

長 畝

５７名

２８，５００円

内 巻

１８名

１０，０００円

島

２０名

１０，０００円

北 方

５５名

２７，５００円

新 穂

４２名

２１，０００円

馬 場

２９名

１４，５００円

三 協

２６名

１３，０００円

その他

２名

２２，６５７円

合 計

７７８名

４１７，６５７円

１５日（木） 基礎学力テスト英
２３日（金） 文化祭準備

奉仕作業ありがとうございました

おかげさまで、玄関前が大変、
きれいになりました！

１７，５００円

※先の後援会だよりで新穂中の繰越金が２０万円以
上となっていましたが、新年度４月～８月期の多額
の出費に対応するためにプールさせていただいて

新穂中ＨＰを随時更新しています。
ぜひ、ご覧ください。 http://niibo-js.sado.ed.jp

おります。

