
 

 

 

 

 

 

 

 

２／９全校朝会講話「脱皮できない蛇は死ぬ」 

          

     新発田市立猿橋中学校 本 間 道 夫 

 

先週で後期期末テストが終わり、早いもので２月も中旬に入ります。３週間後

はいよいよ卒業式ですね。卒業を前にして３年生の皆さんはどんな気持ちですか。 

これまでの中学生活を振り返って感慨深いものを感じているでしょうか。それとも目前に

迫った高校入試のことで頭がいっぱいという人もいるかもしれませんね。 

さて、今日も感染症対策のため放送による全校朝会となりましたが、３年生を含めた全校

生徒の皆さんに私がお話しする全校朝会は今日が最後になりました。それぞれがこの１年間

を振り返って、３年生には残された約３週間で中学校生活の最後をしっかりと締めくくり

「有終の美」を飾ってほしいと思います。 

また、２年生は、３年生に替わってこの猿橋中学校の伝統をしっかりと継承し、屋台骨を

背負っていく大事な立場となります。１年生は４月に入学してくる新１年生に猿橋中学校で

の中学校生活の見本を示せるような先輩としての資質を身につけなくてはなりません。そう

考えたときに、それぞれの学年で置かれた立場は違いますが、今よりも気持ちの面でも行動

面でも、今よりも一段レベルアップした自分になる必要があります。 

ところで、皆さんは「蛇」を知っていると思います。ニョロニョロ長い爬虫類で、あまり

得意ではないという人も多いかもしれません。その蛇にまつわる言葉で次のようなものがあ

ります。「脱皮できない蛇は死ぬ」これは 19世紀のドイツの哲学者ニーチェという人の

言葉です。 

皆さんは「脱皮」を知っていますか。昆虫や爬虫類が成長のため古くなった外皮を脱ぎ捨

てることを脱皮と言います。蛇は誰の力も借りず、自分だけの力で脱皮を繰り返すことで成

長していくのですが、この脱皮という作業は蛇にとっては大変な苦難なことだそうです。そ

してその脱皮がうまくできない蛇は成長することができずに死んでしまうのだそうです。 

 さて、蛇の脱皮を学校生活に当てはめてみると、学年の変わり目、節目は、まさに人間に

とっての『脱皮の時期』です。４月には立派に脱皮して成長した姿になれるように、これか

らの１か月半は、一人一人が自分でしっかりと脱皮できる力を身につけていく期間だと捉え

てください。３年生にとっての中学校生活の締めくくりはもちろんのこと、１、２年生も学

習面、生活面、生徒会活動、部活動など様々な面で先生や先輩から学び、自分のものにして

いってください。そうすればきっとこの１か月半は皆さんにとって充実した日々になるはず

です。一段レベルアップすることを「一皮むける」といいますが、４月には一皮むけて成長

した皆さんであることを期待しています。 

最後になりましたが、最初にお話ししたように今日が全校生徒の皆さんに私がお話する最

後の全校朝会でした。この１年間、いろいろな話をしてきましたが、３年生をはじめ全校生

徒の皆さんは、いつもしっかりと話を聞いてくれました。ありがとうございました。令和２

年度も残すところ１か月半、全校生徒でしっかりと締めくくりましょう。 
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 後期学校評価アンケートの結果と改善の続きです。今号は「心の教育」「健康・安全」です。「いじめ

はどんな理由があってもいけないことだと思いますか。」は前期と同じでした。100％でなくてはならな

い項目です。今後も継続した取組や指導を行っていきます。 

〔徳の分野〕              ※評価 A:肯定的な回答 80%以上 B:60％以上 C:60％未満 
 

 

 ◇生・設 1 学校生活は楽しいですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ◇生・設 15 いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか？ 

 
 
 
 
 
 
       

 
      
                                                                                        
 
 
 
 

   
〔体の分野〕 
   

 

 ◇生・設 18 体育の時間や部活動において、親しんで運動に取り組む習慣が身に付いていると思いますか？ 

 

      

                                                                                        

 

 
 
◇生・設 19 健康や安全（交通安全、避難訓練）に関する学習を通し、健康や安全に対する知識や理解が深ま

ったと思いますか？ 
 
 
 
 
 
 

◇生・設 20 家庭科の授業や給食の時間を通して、「食」に対する知識や理解が深まったと思いますか。 
 
 
 
 
 
 

 

評価『Ａ』 今年度７月 今 回 

全 校 ９０％ ９４％ 
１年生 ８９％ ９２％ 
２年生 ８９％ ９４％ 
３年生 ９４％ ９５％ 

評価『Ａ』 今年度７月 今 回 

全 校 ９８％ ９８％ 
１年生 ９７％ ９７％ 
２年生 ９６％ ９６％ 
３年生 ９８％ ９８％ 

評価『Ａ』 今年度７月 今 回 

全 校 ９３％ ９２％ 
１年生 ９２％ ８９％ 
２年生 ９２％ ９０％ 
３年生 ９４％ ９７％ 

評価『Ａ』 今年度７月 今 回 

全 校 ８４％ ８７％ 
１年生 ８６％ ８８％ 
２年生 ８１％ ８７％ 
３年生 ８８％ ８７％ 

評価『Ａ』 今年度７月 今 回 

全 校 ９１％ ９２％ 
１年生 ９２％ ９１％ 
２年生 ８７％ ８９％ 
３年生 ９１％ ９６％ 

評価『Ａ』 今年度７月 今 回 

全 校 ８４％ ９０％ 

１年生 ８２％ ８５％ 

２年生 ８２％ ９０％ 

３年生 ９０％ ９５％ 

『後期学校評価アンケート』の結果と改善策 ② 

評価項目１：「学校生活が楽しい」と答える生徒が 80％以上になる。 

 

【分析】コロナ禍の中でも、工夫して各種行事が行
われた。その中で、仲間と良好な関係を築けている
生徒が多いととらえる。 

評価項目２：人権意識の高まりが行動の変容につながったと実感する生徒が 80％以上になる。 

 

【分析】７月とほぼ同じような結果であった。「思わな
い」と答えたのが、１年２人、２年３人、３年１人で
あった。教育相談の機会を利用し、担任が個別に寄り
添いながら対応していく必要がある。 

◇生・設 17 誰にでも温かく接し、協力して活動している。 

【分析】７月同様、高い数値である。ただし、１・
２年生については関わりがより深くなったことが、
数値の低下につながったと考える。 

【分析】体育の時間や運動部活動に意欲的に取り組
んでいる生徒がたいへん多い。今後も、体育の授業で
運動を楽しませ、運動の習慣化を図る。また、昼休み
に体育委員会によるボールの貸し出しを継続する。 

評価項目：健康･体力の増進 

【分析】年２回の「避難訓練」では、毎回、予備学

習として防災学習に取り組んだ。訓練も真剣に取

り組んだ。 

【分析】「食」に関する講演会は、１・３年生は 10

月に実施した。学年ごとに、栄養教諭により講

演を行ったことで、「食」に関する理解が深まっ

た。 



令和２年度第２回生徒総会実施 
 ２月 10 日(水)に今年度の生徒会活動を締めくくる第２回生徒総会を実施しました。新型

コロナ感染対策として春先と同じように、審議内容を放送室から放送機器を使い各教室に伝

え、議決を取りました。無事に終了し、ホッとした表情の３年生がとても印象的でした。 

 

令和３年度生徒会総務・専門委員長決定 
 ２月初めに実施した面接選考を経て、来年度の生徒会総務と各専門委員長が決定しました。

２月 18 日(木)の生徒朝会で新会長より委嘱状が渡され、いよいよ準備が整いました。委嘱

式に先立ち 16 日(火)に行われた専門委員会では、新委員長が緊張した表情で３年生の委員

長から引継ぎを受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務･委員会名等 学年・人数 総務･委員会名等 学年･人数 

生徒会総務 
２年生   ３名 給食委員長 

２年生各１名ずつ 

１年生   ３名 体育委員長 

  広報委員長 

保健委員長 

２年生各１名ずつ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ委員長 

美化委員長 環境委員長 

図書委員長 生活委員長 

放送委員長 応援委員長 

 

 体育委員会主催ドッヂボール大会 

 ２月 12 日(金)の昼休みにスタートしたクラス対抗男女別ドッヂボール大会は４日間の熱

戦を繰り広げ、男女の優勝チームが決まりました。体育委員がスムーズに運営し、寒い体育

館も一気にヒートアップ、勝ち負けはつきましたが、学年を越え絆を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒会長が先陣を切って 順番を放送室前で待つ委員長 放送にしっかり耳を傾けて 

男子優勝 

  ３年１組 
 

女子優勝 

  ３年２組 
 

おめでとう！ 

新旧委員長で専門委員会 委嘱状授与 代表生徒決意表明 



もしものために 救急救命講習 
 ２年生の保健体育の時間に、新発田消防署の方を招き、心肺蘇生やＡＥＤの使い方を学び

ました。心臓マッサージはかなりの力とスピードがいることがわかりました。また、ＡＥＤ

をいち早く使うことで、多くの命が救えることも学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生に感謝の思いを伝えよう！ 

        ～三送ウィーク＆三送会～ 
 新生徒会本部や各委員会（1･2 年生）を中心に、今までお世話になった３年生に感謝の気

持ちを伝えようと、三送ウィークで工夫を凝らした取組を次々と実施しました。中央階段を

彩ったり、３年生の給食配膳台をきれいにしたりと、とにかくアイデアあふれる取組がいっ

ぱいでした。２月 26 日(金)に行われた三送会では感謝とともに卒業を祝う気持ちを届ける

ことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３月の予定 

1日(月) 同窓会入会式(３年生) 

         すこやかあいさつ  

2日(火) 卒業式予行練習（３年生のみ） 

卒業式準備（１・２年生） 

3日(水) 第７２回卒業証書授与式  

4日(木) 公立高校一般選抜  

     １･２年生単元別整理テスト 

5日(金) 公立高校独自検査 

8日(月) 心のアンケート 

9日(火) 全校朝会 

12日(金) 公立一般合格発表 

16日(火) 生徒朝会 ５時間授業（～19日） 

19日(金) 今年度給食最終日 

22日(月) 短縮４時間授業 

23日(火) 短縮４時間授業 

24日(水) 令和３年度後期終了式 

25日(木) 春休み開始（～４月５日） 
＊部活動は各部の計画による 

26日(金) リーダー研修会(理科室 8:30~12:00) 

 

 

 

※新型コロナウイルス等に関連し変更等が生じることがあります。御理解、御協力をお願いします。 

４月の新年度に向け、心も体もしっかりと整

える期間にしよう！ 

準備万端の状態で進級し、すばらしいスター

トダッシュを切りましょう！ 

心臓マッサージに挑戦 ＡＥＤの使い方に挑戦 

中央階段 

メッセージボード はなむけの言葉 


