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「作戦を立て直す」

新発田市立猿橋中学校 本 間 道 夫
今日で令和２年度の前期を終了します。猿橋中学校は二期制なのでちょうど１年の半分を終えたこと
になります。マラソンで言えば折り返し地点です。マラソンは陸上競技の中でも最も長い４２．１９５㌖
を２時間以上かけて走る過酷な種目ですが、マラソン選手は大体何㎞までは何分、次の何㎞までは何分と
いうふうに自分のペースを確認しながら走るそうですが、その一番大きな目安となるのが「折り返し地
点」なんだそうです。
折り返し地点を通過すると、ちょうど半分走った、何分かかった、いつもより早い、または遅い、トッ
プの選手との差はどれくらいか？そういったことを考えた上で、その日の調子からこれから後半をどう
走ればいいのか、そういったことを計算し、作戦を立て直すそうです。
さて、先ほど言ったように前期終業式は１年間の折り返し地点です。前期を振り返って後期には何をど
う取り組んでいけば良いのか作戦を立て直す機会だといえます。
勉強面では２回の定期テスト振り返ってどうだっただろう?後半に向けて作戦を立て直す必要はない
かな。
部活の面ではどうだろう。１・２年生は３年生から部活動を引き継ぎ、練習に取り組んできたけれど新
人大会の結果などを考えたときに今まで通りの練習でいいのだろうか、作戦を立て直す必要はないかな。
また、自分自身の毎日の生活はどうだっただろう。規則正しい生活をすることができただろうか。人の
迷惑になるようなことはなかったかな。
前期を振り返ってみると誰でも多かれ少なかれ作戦を立て直す必要がありそうですね。さあ、令和２年
度の折り返し地点です。３月のゴールテープを切るまで、どこをどう立て直すか。一人一人がじっくり作
戦を考えてください。
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「凡事徹底」

新発田市立猿橋中学校 本 間 道 夫
先週の金曜日に前期終業式があり、今日から後期が始まります。たった２日しか間になかったのです
が、学期が改まると言うことは、何となく引き締まった気持ちになるものです。後期も学習や学校行事な
どしっかり頑張っていきましょう。
さて、前期の終業式では「作戦を立て直す」と言うことをお話ししました。１年の後半に向けて前期の
反省に立って、どう学習や部活動・生活を立て直していくか、皆さん一人一人の取組に期待しています。
ところで、皆さんは体育館の後ろの壁にバレー部の活動目標が貼られているのを見たことがあります
か。そこには「凡事徹底（ぼんじてってい）
」という四文字が書かれています。この四文字熟語の意味を
辞書で調べてみると「当たり前のことを当たり前に、徹底してやる」と書いてあります。
バレー部の皆さんにとっての当たり前とは何でしょうか。「みんなで声を出すこと」かもしれないし、
「毎日の筋トレを欠かさないこと」かもしれません。それはバレー部の皆さんに聞いてみないと分かりま
せんが、きっと部員全員で決めたことを、当たり前を当たり前に、そして徹底してやろうということでし
ょう。それはとても素晴らしいことだと思います。
この「凡事徹底」ということについて、皆さんもよく知っているメジャーリーグで活躍したイチロー選
手は「小さいことを重ねることが、とんでもないところへ行く、ただひとつの道だ」と言っています。イ
チロー選手は、高校時代三年間かかさず毎日１０分の素振りを行ったそうです。一日たった１０分なら誰
にでもできそうですが、３年間一日もかかさずできるかというと自信を持ってできるという人はなかな
かいないと思います。
しかし、どんな小さなことでも当たり前に毎日続けていくことこそが大切です。皆さんにとっての当た
り前とは何ですか。毎日３つの単語を覚える、朝出かけるときに「行ってきます」の挨拶をする、友達に
親切にしてもらったら「ありがとう」と言う。何でもかまわないと思います。自分自身で当たり前にする
ことを決め、それを途切れることなく徹底してやることこそが自分自身の力になります。
これは猿橋中学校全体にもいえることです。時間を守る当たり前、学習や部活に全力で取り組む当たり
前など、挨拶を交わす当たり前など、猿橋中学校の生徒全員が「毎日の小さな当たり前」を積み重ねる、
そんな後期であって欲しいと願っています。それでは令和２年度の後期も力を合わせて頑張っていきま
しょう。
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『前期学校評価アンケート』の結果と改善策 ②
前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。
」は昨年度より１％上昇していますが、100％でなくてはならない
項目です。学校の取組を保護者の方や地域の方にお伝えし、御理解いただければと思います。
〔徳の分野〕
※評価 A:肯定的な回答 80%以上 B:60％以上 C:60％未満
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。
◇生・設 1 学校生活は楽しいですか？
評価『Ａ』
全 校
１年生
２年生
３年生

昨年度６月
８９％
８９％
９１％
８４％

【分析】目標をしっかりもち、諸活動に取り組み、仲間
と良好な関係を築けている生徒が多いととらえる。しか
し、一方で、良好な人間関係が築けない生徒もいる。教
職員は根気強く生徒とかかわり、指導していく。また、
生徒同士がかかわれる場面も意図的につくっていけた
らよい。

今 回
９０％
８９％
８９％
９４％

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。
◇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？
評価『Ａ』
全 校
１年生
２年生
３年生

昨年度６月
９７％
９６％
９９％
９６％

今 回
９８％
９７％
９６％
９８％

【分析】昨年と同じような数値である。意識的には、
「悪
い」という感覚はあるが、何が悪いのかという認識にず
れがあるため、トラブルがある。
「相手の気持ち」を今後
も考えさせていく。

◇生・設 17 誰にでも温かく接し、協力して活動している。
評価『Ａ』
全 校
１年生
２年生
３年生

昨年度 6 月
９１％
８８％
９１％
９３％

今 回
９３％
９２％
９２％
９４％

【分析】昨年度と比較し、現２年生の肯定感が高まって
いる。また、どの学年も９０％を超えている。

〔体の分野〕
評価項目：健康･体力の増進
◇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？
評価『Ａ』
全 校
１年生
２年生
３年生

昨年度 6 月
８７％
８６％
８７％
８８％

今 回
８４％
８６％
８１％
８８％

【分析】体育の授業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。

◇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？

評価『Ａ』
全 校
１年生
２年生
３年生

昨年度 6 月
９１％
９２％
９２％
８９％

今 回
９１％
９２％
８７％
９１％

【分析】
・避難訓練の予備学習として防災学習を行った。訓練
も真剣に取り組んだ。
・交通安全教室は感染症対策のため実施せず。

◇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』
全 校
１年生
２年生
３年生

昨年度 6 月
８４％
８５％
８２％
８４％

今 回
８４％
８２％
８２％
９０％

【分析】
・
「食」に関する講演会を２年生は６月に実施した。地
場産物に関する内容で、生徒は事後に生産者への手
紙を書く活動を行った。
・１、３年生は 10 月実施に予定。
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猿橋中学校体育祭 ２０２０
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年より開催時期を変更
総合優勝
した体育祭を 10 月 14 日（水）に実施しました。平日開催にもかかわ
競技部門優勝
らず、たくさんの保護者の皆様から参観いただきました。大変ありが
応援部門優勝
とうございました。天候も心配されましたが、全校生徒の思いが爽や
応援旗部門優勝
かな秋の青空を運んできました。競技数や内容の縮小などもありまし
たが、全校生徒が一つになって素晴らしい体育祭を実施することができました。
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青団
青団
黄団
青団

合唱祭に向けて
10 月 30 日（金）に実施される音楽祭に向け、各学年ともに最後の仕上げに入っています。体育祭直後
ではありますが、学級のリーダーを中心に限られた時間の中工夫して練習に取り組んできました。今年度
は体育館での発表となりますが、学級が一つとなり心のこもった演奏を披露します。

しばたの心継承プロジェクト
～地域の方々と西公園清掃～
10 月 26 日（月）に美化委員会が毎年行っている地域清掃活動を実施しました。今年度は、猿橋中学校
の地域コーディネーターさんを通じ、地域ボランティアを募り一緒に活動しました。平日にもかかわらず
地域の方々から参加していただき、西公園をきれいにすることができ清々しい気持ちになりました。地域
ボランティアの皆様お忙しい中、大変ありがとうございました。

１１月の予定
16 日（月）火曜授業 １年生 CAP①
2 日（月）すこやか挨拶
17 日（火）月曜授業 専門委員会
3 日（火）祝日 文化の日
18 日（水）３年生食育授業 生徒会選挙候補公示
4 日（水）３年生実力テスト
市教育委員会計画訪問【職員研修】
5 日（木）第２回避難訓練
19 日（木）１年生 CAP②
6 日（金）県駅伝大会（長岡市）
３年生進路説明会
7 日（土）保護者 CAP
21 日（土）数学検定②
9 日（月）心のアンケート
23 日（月）祝日 勤労感謝の日
10 日（火）全校朝会 挨拶立哨 PTA 生活指導部
質問教室①
24 日（火）生徒朝会 教育相談開始（～12/3）
11 日（水）質問教室② 挨拶立哨 PTA 生活指導部
26 日（木）学校評価アンケート
進路説明会（３年生保護者対象）
30 日（月）生徒会アワー 生徒会選挙活動開始
12 日（木）後期中間テスト①
13 日（金）後期中間テスト② 教育講演会
※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。
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