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学校や地域の取組が大きな成果となりました
校長 岩﨑 浩史
当校の会議室に新穂銀山を
描いた「安政六年三月新穂村瀧
沢銀山岡山図」の絵図が飾られ
ています。これは地元市民グル
ープ「新穂銀山友の会」が、地
域の歴史や地元の遺跡の価値
を知ってもらいたいと、平成
11 年に元絵図を拡大した複製
を製作し、地域の公共施設等に
寄贈していただいたものの一
つです。
先月、この「新穂銀山」が国
史跡として追加指定されるこ
とが報道発表され、世界遺産登
録（
「金を中心とする佐渡鉱山の遺跡群」
）を目指している佐渡金銀山遺跡の代表的な遺跡の一つ
として含まれることとなりました。長年、登録に尽力されてこられた地域の方に敬意を表すとと
もに、学区内に世界遺産があることを誇りに思えるような取組や協力を学校として考えていき
たいと思います。
今月、通信陸上大会と県総体が開催されました。通信陸上大会は参加標準記録を突破した選手
のみが出場できる大会で、出場するだけでも大変なことですが、砲丸投で２名の選手が出場し、
その内１名が７位に入賞しました。県総体は、各地区大会を勝ち抜いた 16 チームのみが出場で
きる大会で、下越地区大会でブロック優勝した野球部と３位のバスケットボール部が出場しま
した。バスケットボール部は平成 22 年以来の出場、野球部は初めての出場でした。また、個人
種目以外で２種目同時に県総体に出場するのは、学校創設以来の快挙でもありました。野球部、
バスケットボール部ともに１回戦敗退という結果でありましたが、生徒は存分に力を発揮して
くれました。部活動でこのような大きな成果を残せたのも、小学校から指導に携わっていただい
地域の方々、保護者の皆様の部活動へのご協力や応援のたまものと心より感謝申しあげます。
明日から 34 日間の夏休みとなります。事前にお知らせさせていただいたように、希望する生
徒は一人一台端末（タブレット）を持ち帰り、生活の記録表の入力や課題への取り組みに活用で
きるようにしました。また、やり終えた課題は、いつでも学校に提出してチェックを受けられる
ようもしましたので、課題等に計画的に取り組み、有意義な夏休みを過ごしてもらいたいと思い
ます。
保護者の皆様には、家庭での感染症対策をはじめ端末の管理など、夏休み中の生活についてご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。

体育祭に向けて動き出しました。
９月１０日（土）に行われる体育祭に向け、生徒会
主催によるチーム決定式が行われました。１年生は
「ラグビーボール転がしゲーム」
、２年生は「最大２
人８脚ゲーム」
、３年生は「仮想スイカ割り・以心伝
心・先生笑わせゲーム」というゲームを取り入れ、チ
ームカラーを決める催し物でした。どの学年も本気
でゲームに取り組み、歓声や笑いが自然に生まれる
など、全校生徒で楽しめる企画でした。この日まで準
備してくれた生徒会本部の皆さん、ありがとうござ
いました。
体育祭実施にあたり、感染症予防や熱中症予防対
策を考えながら、当日のプログラム案を作成してい
ます。当日がすばらしい日になるように、夏季休業中
もリーダーの活動が予定されています。競技、応援、
パネル、総合の４つのタイトルをつかむため、赤組、
青組それぞれ、リーダーを中心にまとまり、作成や練
習を積み重ねていきます。当日はもちろん、本番に向
けた準備活動を一生懸命行うことで、リーダーシッ
プや協働性が育っていきます。
体育祭に関わる様々な活動を通して、生徒がさら
に成長できるように学校全体で取り組んでいきます。

地域の皆様から様々な学びを得ています
今年度も、各学年の「総合的な学習の時間」を中心に、
地域の皆様のお力を借りて、講演会や体験活動を実施し、
生徒は様々なことを学んでいます。
１年生は総合学習の時間に伝統芸能体験を行いまし
た。
「佐渡おけさ」
、
「裂織」
、
「新穂音頭」の３つの伝統芸
能について、学校に講師の方を招いたり、新穂歴史民俗資
料館に伺ったりして体験することができました。講師の
皆様から、わかりやすく熱意をもって教えていただき、生 【1 年生：裂き織りの仕上げの様子】
徒も改めて地域の良さを実感することができました。講
師の先生方、ご多用のところ、大変ありがとうございまし
た。
２年生は、２学期に行われる職場体験学習に向けて、着
々と準備を進めています。７月１１日（月）にマナー講座
を実施し、NTT ネクシアの川崎博子様から人と接する上
で大切にしなければならないことを教わりました。また、
７月１９日（火）には、
「生き方・働き方トーク」と題し、
【2 年生：マナー講座の様子】
１０の事業所の方から、ご自身の生き方や、職場体験当日

に学んでほしいことについて、お話していただきました。多くの方から多様な見方や考え方を見
聞きすることで、生徒は大いに成長できたと思います。ご協力いただいた皆様、大変ありがとう
ございました。
３年生は、６月１７日（金）に今年度の SDGｓ学習
の一環として、新潟大学佐渡自然共生科学センターの
北愛子様、佐渡市地域おこし協力隊の菅原亮様、小森
美紗様からご自身の仕事や生き方についてご講話いた
だきました。また、７月５日（火）には、スペイン料
理店「MANOCAMIO」を営む瀬下要様、萌様ご夫妻か
らもご自身の生き方等についてご講話いただきまし
た。多くの方の考え方に触れることで、自分の視野を
広げ、今後の生き方や地域との関わり方について深く
考えることができたと思います。ご協力いただいた皆
【３年生：生き方講座の様子】
様、大変ありがとうございました。

栄光の記録
下越地区体育大会 6/24（金）
、25（土）
＜軟式野球＞
２回戦 対 黒川中 14-1（5 回コールド） 勝
準決勝 対 村松桜中 7-3
勝
決勝
対 豊浦中 12-5（5 回コールド） 勝
ブロック優勝 県大会出場
＜バスケットボール＞
２回戦 対 村松桜中
52- 42
３回戦 対 水原中
58- 56
準決勝 対 本丸中
51-118
順位決定戦 対 佐和田中
44- 65
同率３位 県大会出場

勝
勝
敗
敗

＜男子ソフトテニス＞
団体戦
１回戦 対 五泉北中
２回戦 対 村上東中

2-1
0-3

勝
敗

＜女子ソフトテニス＞
団体戦
１回戦 対 乙中
2-1
勝
２回戦 対 村上東中
0-3
敗
個人戦
濱辺桃亜・石山つばさ ペア リーグ戦 敗
＜柔道＞
個人戦
本間尊 男子 50kg 級 5 位

通信陸上新潟大会
＜陸上競技部＞
男子砲丸投 7 位

7/2（土）
本間 大貴

佐渡市総合スポーツ大会 7/9（土）
＜男子ソフトテニス＞
中学年男子の部
川上純平・小埜原脩 ペア 1 位

８月の予定
６日（土）
７日（日）
１２日（金）
１９日（金）
２０日（土）
２２日（月）
２３日（火）
２４日（水）
２５日（木）
２６日（金）
２９日（月）
３０日（火）
３１日（水）

両津川開き大会（野球・バスケ）
両津川開き大会（野球）
学校無人化（～１６日まで）
市中教研一斉研修
親善バスケ交歓大会（～２１日まで）
離島甲子園（～２６日まで）
職員会議
３校連携部会
わたしの主張佐渡地区大会
本部役員会
始業式（給食あり、部活動なし）
学校運営協議会
専門委員会
３年生実力テスト
小中合同陸上練習会

新潟県総合体育大会
7/16（土）
＜軟式野球＞
１回戦 対 新津第一中 0-7（5 回コールド） 敗
＜バスケットボール＞
１回戦 対 城北中

72-85

敗

９月の予定
１日（木）
３日（土）
１０日（土）
１２日（月）
１３日（火）
１４日（水）
１６日（金）
１８日（土）

生活リズムチェック週間（～７日）
PTA 奉仕作業
体育祭（雨天：順延）
体育祭振替休日
駅伝大会激励会
職員会議
佐渡市駅伝大会
夏季テニス選手権
オンヨネカップ野球地区予選会
２５日（日） 学年 PTA 行事（1，2 年）
２６日（月） ２年職場体験（～２７日まで）

教育広報誌「かけはし」52 号について（お知らせ）
この度、新潟県教育委員会において教育広報誌「かけはし」52 号が作成されました。データは新潟県 HP に
掲載しております。下記 URL 又は QR コードからご確認ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kyoiku/1191169877149.html

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

