
２０１９年度

第２学年だより 第２号

２０１９年 ４月１２日 (金)

出雲崎町立出雲崎中学校 第２学年部

始まって５日間ではありますが、生徒・職員ともに順調に新年度のスタートを切りました。お互い

に多少の緊張感は当然あるものの、生徒は生き生きと楽しそうに過ごしています。ご家庭でのお子さん

の様子はいかがでしょうか。もしも気になるようなことがありましたら、いつでも担任や学年主任まで

お知らせください。

さて、昨年１年間、大変元気に生活し、成長してきた２年生ですが、その一方で学年としての課題

も残念ながらいくつか残っています。１年時後半に行った授業中の私語撲滅運動や提出物での注意、思

いやりの言動などです。特に昨年の週末課題の提出率は全校揃っての週末課題忘れ「０」がなんと１回

しかありませんでした。学習の雰囲気は、こういった結果にも顕著に現れます。たった数人の怠け心が、

学年全体の雰囲気を壊します。反省すべき点はしっかり反省し、改善を図る必要があります。

今年度の週末課題は、全員が忘れずに提出できるようにしてください。保護者の方にもお願いしま

す。週末課題は毎週末出されます。毎週日曜日に点検を必ず行ってください。

小さな積み重ねが、雰囲気を改善し、個々の生徒の「力」になっていきます。怠けずに、正しい状

況判断ができる学年を目指しましょう。

こういった課題を解決して「大人としての『品格』をもった存在に近づいていくこと」を望みます。

今年度、２年生全員が「１４歳」を迎えます。昔でいうと『元服』の歳です。自分の言動に責任

をもち、大人としての振る舞いを求められる歳になるのです。

この『立志』の歳に大きく成長できるように、自分を育てていきましょう。

４月１１日(木）に部活動や生徒会活動を新入生に紹介する「生徒会入会式」が行われました。２年

生も委員会の紹介劇や部活動の練習風景などで楽しそうに演じるなど大いに活躍いたしました。

下記に当日の写真を掲載いたしました。ご覧ください。



元号が替わりますので２０１９年度としておりますが、４月８日(月）に新しい先生方を６名お迎え

してスタートいたしました。子ども達も「心機一転」新しい出会いに期待しております。職員一同、精

一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

【新しい先生方】

小野塚 満 校長先生 教科（社会) 長岡市立栖吉中学校より転入

吉澤 友季 先生 教科（英語） 小千谷市立小千谷中学校より転入

小島 和裕 先生 教科（社会） 新採用（魚沼市立広神中学校より）

渡邉 泰彦 先生 教科（音楽） 燕市立小池中学校より転入

笠原 徹 先生 教育補助員 燕市立小池中学校より転入

山田 米子 さん 調理員 出雲崎町立出雲崎小学校より転入

【新学期の抱負 代表生徒 ２年１組 ＿＿ ＿＿】

４月から僕は、２年生になりました。中学校で初めて後輩ができるので、先輩としての自覚を

もち、学習と生活に一生懸命に取り組みたいと思います。特に頑張りたいことは、二つあります。

まず一つ目は部活動です。僕は、野球部に所属しています。ポジションはセカンドです。１年

生の時には、練習についていけず、体力不足を実感しました。今は体力も付き、ランニングのペ

ースも上げることができるようになりました。今年はパフォーマンスの向上を目指し、指導され

たことを常に意識しながら基本練習に励み、活躍できるようにしたいです。

二つ目は生活面です。僕は１年生の最初の頃、学校のきまりや服装などが分からずに困ってし

まうことが何度もありました。けれど、先輩方が分かりやすく優しく指導してくれたので、少し

ずつ理解できるようになりました。これからは、後輩ができるので、僕たち２年生が、学校での

行動の仕方や服装のきまりを優しく教えなければなりません。きまりの中でも、自分が忘れてし

まったことなどは、先輩に確認をとるなどして正しく教えていきたいです。また、いろんな委員

会があるので、委員会ごとにきちんと仕事内容を教えていこ

うと思います。生活面では、今まであやふやにしていたこと

もあったので、それを直していきたいです。

更に、２年生は３年生を支え、共によりよい出雲崎中学校

をつくっていかなければなりません。任せられた仕事に責任

をもって、それをやり遂げるだけではなく、自分なりの工夫

を入れながら、自分で考えて行動することを心掛けていきま

す。１年生をリードし、３年生をサポートしながら中堅学年

として大きく成長できる一年にしていきたいと思います。



今年度のＰＴＡ役員の皆さまが下記のように決まりました。４／１９(金）の第１回ＰＴＡ運営委

員会で今年度の活動が決まりますが、よろしくお願いいたします。 敬称略

ＰＴＡ副会長 ＿＿ ＿＿ 学年委員 ＿＿ ＿＿＿ 広報委員 ＿＿ ＿＿＿

ＰＴＡ幹事 ＿＿ ＿＿ 学年・広報 ＿＿ ＿＿ 校外生活 ＿＿ ＿＿

ＰＴＡ幹事 ＿＿ ＿＿ 広報委員 ＿＿ ＿＿ 校外生活 ＿＿ ＿＿

ＰＴＡ広報 ＿＿＿＿＿ 広報委員 ＿＿ ＿＿ 校外生活 ＿＿ ＿＿

校外副委員長 ＿＿ ＿＿ 広報委員 ＿＿ ＿＿＿ 校外生活 ＿＿ ＿＿＿

学年委員長 ＿＿ ＿＿ 広報委員 ＿＿ ＿＿ － －

期 日 曜 行 事 予 定 終学活終了 下校時間

４月１５日 月 平常５校時 職員会議 月曜①②③④⑤ 15:20 18:15

４月１６日 火 平常６校時 火曜①②③④⑤⑥ 16:20 18:15

４月１７日 水 短縮６校時 水曜①②③④⑤⑥ 部活動なし 15:50 16:35

４月１８日 木 平常６校時 木曜①②③④⑤⑥ 尿検査 ２学年朝会 16:20 18:15

４月１９日 金 短縮６校時 金曜①～⑥ 専門委員会 PTA運営委員会 19:00 15:50 18:15

４月２０日 土 － －

４月２１日 日 － －

全校朝会(任命式) 月①②③④⑤＋火①
４月２２日 月 短縮６校時 15:50 18:15

部活動集会 悩み調査①

４月２３日 火 平常６校時 火曜①②③④⑤⑥ 生徒総会要項審議 16:20 18:15

４月２４日 水 平常４校時 ①②③④ 部活動なし 給食あり 修学旅行① 13:35 13:50

４月２５日 木 平常４校時 ①②③④ ２学年朝会 給食あり 修学旅行② 13:35 16:15

４月２６日 金 平常４校時 ①②③④ 修学旅行③ 13:25 16:15

４月２７日 土 － －

４月２８日 日 － －

激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を
４月２９日 月 昭和の日 － －

顧み、国の将来に思いをいたす。

４月３０日 火 国民の祝日 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日 － －

５月 １日 水 天皇即位の日 － －

５月 ２日 木 国民の祝日 － －

５月 ３日 金 憲法記念日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 － －

自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊
５月 ４日 土 みどりの日 － －

かな心をはぐくむ。

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはか
５月 ５日 日 こどもの日 － －

るとともに、母に感謝する。

５月 ６日 月 振替休日 － －

～けじめと品格を兼ね備えた、一流の中学生を目指して、日々精進しよう。～

１０日間の連休を楽しくかつ有意義に過ごせるように、ご家庭でもお話しください。



新任式（顔を上げて興味津々） 始業式（２･３年生のみでちょっと寂しそう）

初めての学活授業（生徒も担任もちょっと緊張気味かな・・。３７人はやっぱり多い！）

凜とした空気の中、入学式が挙行されました。 歓迎合唱「Tomorrow」で熱烈歓迎しました。

※とてもスムーズな状態で新年度をスタートできました。お互いによい出会いと

なったのではないかと安堵しています。

今年度も様々な様子を学年だよりやホームページなどを

通じて発信していきますので、ご覧頂きたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。


