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１０月 笹神中学校創立５０周年の式典が行われます
校長 石崎 晃一
これまでにも何回かお知らせしてまいりましたが、いよいよ来月、笹神中学校創立 50 周年記念式
典が行われます。実行委員の皆様が中心となって準備をしてまいりました。地域の皆様やＯＢ、 保
護者の皆様からのＴシャツの購入等による御支援や、 クラウドファンディングも大きな支えとなり
ました。心より感謝申し上げます。
コロナ禍ですので、できることには限界がありますが、創立 50 年の節目となる記憶に残る式典に
なるよう努めてまいります。
阿賀野市立笹神中学校創立 50 周年記念式典
日 時 令和４年 10 月 23 日(日) ９：50～10：50
会 場 笹神体育館
参加者 御来賓、全校生徒、教職員、実行委員（含 式典当日運営のＰＴＡ役員）
次 第 １ 開式
２ 国歌斉唱（コロナウイルスの感染状況により放送のみの場合あり）
３ 実行委員長様挨拶
４ 祝辞（阿賀野市長様）
５ 御来賓紹介
６ 校長挨拶・代表生徒挨拶
７ 校歌斉唱（コロナウイルスの感染状況により放送のみの場合あり）
８ 閉式
阿賀野市立笹神中学校創立 50 周年記念行事（ライブ）
日 時 令和４年 10 月 23 日(日) 11：30～12:10
会 場 笹神体育館
内 容 テレビ等でおなじみのＴＳＵＮＥＩさんのライブ
全校生徒も会場で迫力ある歌声を聴く予定です！
※ ＴＳＵＮＥＩさんの歌声を直接お聞きになりたい方は、８月中旬にお配りいたしました
申込書に御記入の上、笹神中学校までお申し込みください。先着 200 名までとなります。
※ 御都合により、会場においでになれない皆様のために、Ｚｏｏｍでのライブ配信もいた
します。申し込み方法につきましては、申込書裏面を御覧ください。御不明な点は、笹神
中学校事務局（６２－７３３０）までお願いいたします。
※ 笹岡小学校・神山小学校の児童・保護者の皆さまは、お子様の担任の先生へ提出してく
ださい。(笹神中学校の生徒・保護者の皆さまは提出必要です。)
阿賀野市立笹神中学校創立 50 周年記念誌
神山中学校・笹岡中学校の記録画像からの抜粋と統合後の笹神中学校の年度別記録、過去の
資料などを 60 ページ超の冊子にまとめました。１冊 1500 円で購入希望の方を募っています。
好評のため購入希望の締め切りを、９月 16 日(金)から９月 28 日(水)まで延長いたしました。
この機会にぜひ御購入ください。
上記以外にも、笹神中学校生徒と地元応援団が考案したオリジナルバーガーを、笹神体育館で
御来場の方に販売します｡また､体育祭､合唱祭は｢創立 50 周年記念｣と銘打って行う予定です｡
（記念式典がある関係で、学校だより第５号の発行日が早まりました。御了承ください。)

学校評価の結果から
１学期末に行った生徒・保護者・教職員のアンケートと、来校された皆様のお声を基にこれまでの学校
の取組を分析しました。学校評価は毎年２回実施し、それまでの取組を振り返ります。次回は 12 月の予定
です。
＜ 学習 に係る内容から（抜粋）＞
（ ）内は前年度後期
【生徒】 A 評価 90％以上、B 評価 ～70％、C 評価 70％未満
○学習内容がよくわかると答えた生徒の割合
A 評価 92.3％（95.8％）
○友達と関わって、自分の考えを深めたり広げたりすることができると答えた生徒の割合
A 評価 96.1％（99.7％）
【職員】
○生徒の学習意欲を喚起し主体的な思考を促す学習課題を工夫したと答えた教職員の割合
93.8％（92.8％）
○学校内外の授業研修(校内授業研修、初任者研修や中堅研修、数学や英語の他校職員を交えての研修)を深めて
いる
計画通り進んでいる
今後の取組（主なもの）
【今後の取組】

○ 学年毎の実態に応じた授業改善、指導を進めていきます
前年度に続き､ペア活動やグループ活動の進め方を工夫しながら、授業改善を進めてきました。
子どもたちは、集中して授業を受けています。しかし、学習内容の理解に否定的な評価や大きな
学年差が見られました。評価の低い学年には、指導方法の更なる工夫や習熟を図る時間を確保し
ながら、学力の定着を図っていきます。
○ 家庭学習時間の充実を図ります
今年度は家庭学習の充実を目指しています。２学期も、平日の家庭学習計画づくり指導と、テス
ト２週間前から試験当日までの合計学習時間が 33 時間を超えることを目標に家庭学習をする「笹
中 33 運動」に力を入れます。家庭学習時間を増やすこと、学校からの宿題だけではなく自主学習
の時間を増やすことが目標です。
＜ 豊かな心 に係る内容から（抜粋）＞
（ ）内は前年度後期
【生徒】 A 評価 90％以上、B 評価 ～70％、C 評価 70％未満
○ 互いの良さを認め合い､他者のために正しい行動をとると答えた割合
A 評価 96.9％（96.0％）
【職員･保護者】 １００％を目指す Ａ,Ｂ,Ｃの基準なし
○

学校行事、生徒会の絆タイム等の生徒会活動、学年・学級活動で、他と協力し成し遂げる活動
を組織したと答えた割合【職員】

○

91.3％（92.9％）

互いの良さを認め合い、他者のために正しい行動をとっていると答えた割合【保護者】
91.4％(91.1％)
今後の取組（主なもの）

【今後の取組】

○

互いの良さを認め合いながら行動する活動を増やします
学校行事、生徒会活動、総合的な学習の時間の中で、同学年や学年を越えた他の学年の子ども
たちと関わりながら、その人の頑張りや素晴らしさ認め伝え合う機会を積極的につくります。
道徳科の学習でも、行事等に関連付けたお互いの良さを認め合う活動を取り入れます。
○ 子どもたちが、自ら書いたり考えたりしたものを定期的に振り返る機会をつくります
自分の成長が自覚できるように、子どもたちが自ら書いたものは蓄積し読み返すことで、自分
の成長を自覚できるような機会をつくっていきます。

＜ 心と体の健康 に係る内容から（抜粋）＞
（ ）内は前年度後期
【生徒】 A 評価 80％以上、B 評価 ～60％、C 評価 60％未満
○ メディアコントロールの取組を通して生活習慣の向上を心がけたと答えた割合
Ａ評価 87.7％（90.4％）
【職員・保護者】 １００％を目指す Ａ,Ｂ,Ｃの基準なし
○ 各学年に応じた健康への取組やメディアコントロール等の取組の結果を受けて、生徒の生活習
慣の向上に努めたと答えた割合【職員】

87.5％（ 100％）

○ お子さんは、家庭での食生活や規則正しい生活を心がけ体力向上に意欲的に取り組んでいる
と答えた割合【保護者】

73.4％（

77％）

今後の取組（主なもの）
【今後の取組】
○ 子どもたちへの意識付けと家庭との連携に力を入れます
生活習慣の向上に関するアンケートでは、学年によって肯定的に答える割合に差が見られま
した。肯定的評価の低かった学年はもとより、他の学年も健康的な生活の必要性や改善の指導
を徹底していきます。面談の機会や便りを通じて御家庭と連絡をとりながら、お子さんの生活
習慣改善を図っていきます。
○ 引き続き運動量の十分な確保を意識して体育科授業や部活動を行います
近年の温暖化（猛暑）や体育館、グラウンドの改修工事のため運動負荷をかけづらい状況が
ありますが、運動量の確保を意識して今後も体育の授業や部活動を進めていきます。

学校への御意見・御要望は随時承っております。子どもたちの様子でお気づきのことがございまし
たら遠慮なくお聞かせください。
笹神中学校 TEL:0250－62－7330 FAX:0250-63-1879
ﾒｰﾙ sasachu@sasakami-jhs.agano.ed.jp

グラウンドと体育館の改修工事が進んでいます
６月より始まったグラウンドと体育館の改修工事ですが、
夏季休業中も暑い中、多くの方々で工事を進めてくださいまし
た。グラウンドは、排水を中心とした工事で、体育祭実施まで
にトラック側を、今年中には野球場側の工事が終了します。
体育館は、これまでも多くの声が寄せられていたフロアの
へこみの修正（床と壁のすきまから所持品が落ちてしまった
というお声を何回かお聞きしていました。
）や、ＬＥＤライトへの付け替え、用具室等の改修工事など
が行われています。定期的に進捗状況をお聞かせいただいたり、侵入防止の塀（体育館）や柵（グラ
ウンド）の設置、子どもたちの在校時間帯は管理の方をつけてくださったりなど、安全対策も十分に
してくださっています。感謝の気持ちでいっぱいです。現在、笹神中学校創立 50 周年記念体育祭は、
できたばかりのきれいなグラウンドで行う予定です。
なお、12 月中までに、グラウンド（トラック、野
球場）、体育館の工事が終了します。子どもたちや夜
間の中学校体育館利用の皆様には、大変ご不便をおか
けいたします。

ＳＮＳによるトラブルの被害者・加害者にならないために
～

ＰＴＡ教養部の主催で講演会が行われました ～

７月 29 日（金）午後６時半～（笹神中学校会議室）
グリー株式会社 社会貢献チーム 小木曽 健 様より、
「正しく怖がるインターネット
～ 事例に学ぶ情報リテラシー ～」という
演題でインターネットの正しい使い方について、御講演を
していただきました。
いじめや個人情報の流出、人権侵害など様々なインター
ネットによるトラブルが大きな社会問題となっています。
犯罪として重い罪や賠償を負うケースも少なくありません。
笹神中学校でも、他人事ではないと重く受け止めています。
小木曽様は、インターネットで絶対に失敗しない方法は、「日常生活とインターネットは同じもの
と思い、日常生活でやっていいことはインターネットでもやっていいが、日常生活でやってはいけ
ないことはインターネットでもやってはいけない。」とお話しされていました。また、「インターネ
ットは全て玄関のドアの外側に貼り付けているようなものだ。」というお話もされていました。
とてもわかりやすいお話でした。当日参加した中学生の皆さんや保護者の方々、職員がうなずき
ながら真剣に聴く姿が印象的でした。

広島平和記念式典中学生派遣事業に参加してきました
８月６日（土）、広島市平和記念公園で行われた平和記念式典（広島原爆死没者慰霊式並びに平
和記念式）に、市内４中学校の３年生１２名が参列しました。笹神中学校からも、荒木優志さん、
小川陽人さん、齋藤碧さんの計３名が式典の前日に新潟を出発し、笹神中学校の代表、そして阿賀
野市の代表として立派にその任を果たしてきました。
子どもたちは、参加を通して戦争の悲惨さと平和の大切さを強く感じただけでなく、周りに発信
していく責任と自覚を持ってくれており、大変うれしく思いました。参加の様子は２学期始業式の
際に全校生徒の皆さんに画像を交えながら発表しました。
阿賀野市広島平和記念式典中学生派遣事業の主な内容
・ 広島平和記念資料館での学習
・ 「原爆の子の像」での折り鶴奉納
・ 平和記念式典への参列

＜１０月の主な予定＞

・ 原爆ドーム等の見学
・ 原爆死没者慰霊碑への献花
・ 参加を通しての振り返り

体育祭・合唱祭・創立 50 周年記念式典が近付きました！

１日（土） 創立 50 周年記念体育祭

１８日（火）

３日（月） 代休

２１日（金） 漢字検定

４日（火） 全校朝会（体育祭の振り返り）

２２日（土） 学習参観日

５日（水） 避難訓練

２３日（日） 創立 50 周年記念式典

７日（金） 英語検定

ライブ

１０日（月） スポーツの日

生徒朝会

創立 50 周年記念合唱祭

１１日（火） 小中連携あいさつ運動

２４日（月） ２３日（日）の代休

１４日（金） 前期教科評定記載の通知表配付

２５日（火） 合唱祭の振り返り

生徒会専門委員会
１７日（月） ２２日（土）の代休

教育相談開始
（２８日まで）

