一 心不 乱
実行 委員長 ３年 女子
私は実行委員長を経験して、
全 校を引 っ張って いく ことや 全校
の前で 話す ことの 難しさ、 チャ レ
ン ジする ことの 大切 さを学 びまし
た。 飛翔祭 までの 限られ た時 間の
中で、実 行委 員で協 力して 仕事を
する のは 楽しく、 良い 経験に なり
ました 。飛翔 祭後 は達成感 を感 じ
る ことが でき、 実行委 員長 として
成長 するこ とがで きまし た。紅 朱
羅、龍覇 、雷 雅、そ れぞれ が一つ
にな って 一心不乱 に取 り組み 、良
い思い 出にな った と思いま す。

教育目標『 自主 他敬 自愛 創造 』
第４号

思い 出に残 った 飛翔祭
副実行 委員長 ３年 女 子
私は 副実 行委員 長を経 験して 、
困って いる人 をサ ポートす るこ と
と 全校の 前で司 会や指 示を する難
しさ 、自分 で考え 行動す る大切 さ
を改めて 学び ました 。飛翔 祭まで
実行 委員 と仕事を する ことが でき
て良か ったで す。 実行委員 の仕 事
は 初めて でした が、協 力し てくれ
る仲 間やア ドバイ スして くださ る
先生方の お陰 で飛翔 祭を成 功させ
るこ とが できまし た。 どのチ ーム
も「一 心不乱 」に 取り組め て良 か
っ たと思 います 。
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３年 女子
私 がチー ムリー ダーを 経験し て
学んだ こと は、先 を見通 して動 く
こ との大 切さ、 大変 さ、一 度に沢
山の人を動かすことの大変さで
す。練 習計画 など、 ほぼ自 分達で
考 え活動 してい きまし た。い つま
でにこ れを 仕上げ なけれ ばいけ な
い から今 日はこ れを やろう など、
考え るのは 大変で したが 、と ても
大切な 作業だ と改め て実感 しまし
た 。また 、全校 練習で は、一 度に
二００ 人以 上の生 徒に指 示を出 し
た り、移 動させ なく てはな らなか
った ので、 どうし たら効 率よ く動
かすこ とがで きるか を考え ていま
し た。納 得のい く答は 出ませ んで
したが 、自 分にと って難 しい問 題
を 考えさ せられ る良 い経験 になり
まし た。

赤チーム リーダー

平成 30 年度第４号
新潟市立内野中学校
電 話 262 － 3161
在校生徒数
１年生 214 名
２年生 208 名
３年生 201 名
計 623 名
（10 月 15 日現在〉

最 初は うまくい くか 不安で した
が、 赤軍の 皆の協 力のお 陰で 最高
の飛翔 祭とし て思い 出に残 りまし
た 。紅朱 羅、雷 雅、龍 覇の皆 、先
生方あ りが とうご ざいま した。

青チーム リーダー

３年 女子
私 は、チ ームリ ーダー を経験 し
て実感 した ことが 二つあ ります 。
一 つ目 はチーム をま とめる 大変
さで す。最 初はみ んなに 声が 届か
なかっ たため にチー ムがま とまり
ま せんで した。 どうし たらも っと
よくな るか 沢山悩 んだこ ともあ り
ま した。 しかし 、幹 部や四 役、先
生方 、そし てチー ムの皆 のサ ポー
トのお 陰でチ ームも まとま り、皆
の 心も一 つにな り、最 高に楽 しい
飛翔祭 にす ること ができ ました 。
二 つ目 は自分の 成長 です。 もと
もと 私は人 見知り で、人 前で 話す
ことが あまり 得意で はあり ません
で した。 ですが 、チー ムリー ダー
をした こと で、人 前でも 堂々と 話
せ るよう になり 、自 分にと ってと
ても 自信に なりま した。
最後ま で頼り ないリ ーダ ーだっ
た かもし れません が、 皆が一 生懸
命つい てき てくれ て本当に 嬉し か

黄チームリー ダー

っ たです 。あり がと うござ いまし
た。

「 取りた かった 応援賞 」
３年 男子
僕 は去 年から飛 翔祭 のチー ムリ
ーダ ーにな りたい と思っ てい まし
た。皆 をまと めるこ とがで きるの
か 、チャ レンジ してみ たかっ たか
らです 。だ から、 僕はチ ームリ ー
ダ ーに立 候補し まし た。
しか し、実 際に 応援練習 が始 ま
ると。 指示が うまく 伝わら ず、動
き も悪く 、声 も小さ い状態 でした 。
僕は悩 みま したが 、他の リーダ ー
達 と相談 し、ま ずは 自分達 リーダ
ーが 大きな 声を出 し、頑 張っ てみ
ること にしま した。 また、 教える
と きは、 実演し ながら 、わか りや
すく教 える ように しまし た。
当 日の 応援合戦 では 、黄軍 の応
援の 時はど しゃ降 りの雨 でし た。
しかし 、僕達 黄軍の 声はそ の雨を
跳 ね飛ば すよう な大き な声で 応援
してい て、 僕の心 は熱く なり、 感
動 しまし た。嬉 しか ったで す！結
果、 僕たち 黄軍は 応援賞 を取 るこ
とがで き、三 年間で もっと も楽し
い 飛翔祭 の思い 出を作 ること がで
きまし た。
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女子

りするのは難しかったけれど、制
作係の人達と協力してグランプリ
を取ることができたので、良かっ
た です。

赤チー ム ３ 年 女 子
私達赤軍は、今年唯一、人のカ
タチをしたデザインで軍旗を制作
しました。紅朱羅はめずらしいテ
ーマだったのでイメージもあまり
浮かばず、最後の最後まで作業を
し ていま した。
途中で弱音を吐いてしまうこと
もありましたが、皆で笑い飛ばし
て何とか完成させることができま
した。結果は決して良いものでは
あ りませ んでし たが、 協力し て一
つのも のを 作るの はとて も楽し
く 、貴重 な体験 がで きたと 心から
思っ ていま す。赤 軍☆最 高。
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制作チー ム

３年

私が制作リーダーをやって思っ
たことは、協力することの大切さ
です。制作の活動回数はとても少
なく、その中で仕上げなければな
りません。皆がまとまらなかった
り、たった一人では、決められた
時間内にはできなかったと思いま
し た。
皆に指示を出したり、まとめた

黄チー ム

青チーム ３年女子
私は飛翔祭で青軍の制作リーダ
ーをしました。最初はなかなか人
が集まらず、制作の進度がどの軍
よりも遅れていてとても心配でし
たが、時間が経つにつれて毎日来
てくれる人が増え、飛翔祭までの
短い時間の中で旗を完成させるこ
とができました。賞を取ることは
できませんでしたが、ほとんど会
話もなかった制作メンバーの絆も
すこしずつ深まり、最後には賑や
かな会話ができるようになったの
が、何よりも嬉しかったです。制
作をや って良 かった です。
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茶道 部
部長 ３年 女子
茶 道部 は、いじ めを なくす ため
の目 標を「 気持ち の良い あい さつ
をしよ う」と し、活 動しま した。
そ うした ことで 、廊下 で会っ たと
きなど のあ いさつ が前よ り元気 に
な り、一 層部員 の仲 が深ま ったと
感じ ました 。
また、 部活内 での目 標を 「お点
前 中の私 語を減 らす 」と しまし た 。
この目 標を 達成し てメリ ハリを つ
け られた ら、も っと 良い部 になる
と思 いまし た。日 々の活 動を 大切
にして 、より よい部 活にし ていき
た いです 。
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美術部
部長 ３年 女子
一年生 が入部 して、 部員 が増え
た 部内を しっか りまと めるこ とが
できる か、 最初は 不安で した。 で
も 、皆し っかり と私 の指示 を聞い
てく れたの で、ス ムーズ に活 動す
ること ができ ました 。
し っかり 指示を 聞いて くれた 一
年生。 部活 を盛り 上げて くれた 二
年 生、私 のサポ ート をして くれた
三年 生、皆 と活動 をする こと がで
きて楽し かっ たです 。一・ 二年生
は これか らも楽し く頑 張って 活動
してく ださ い。
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コン ピュー タ部 長
３年 男子
コ ンピュ ータ部 はＰ検 に向け て
タイピ ング 能力や コンピ ュータ に
つ いての 知識の 向上 を目指 して活
動し てきま した。 また、 学校 行事
のビデ オ編集 や、新 聞掲示 委員会
の 「はま ぐみ」 の作成 の手伝 いな
ど、学 校に 役立つ 活動も してき ま
し た。コ ンピュ ータ につい て分か
らな いこと も沢山 ありま した が、
私はコ ンピュ ータ部 として 活動し
て きて良 かった です。

吹 奏楽 部 部 長 ３ 年 女 子
これ までの 活動 で一番心 に残 っ
ている ことは 、新潟 県吹奏 楽コン
クールに向けての練習の日々で
す。三 年生 が曲の 構成を 決めて 、
そ れに合 わせて 皆が 吹き方 をそろ
えて いった り、よ り良い 演奏 にす
るため に自分 達で練 習の仕 方を工
夫 したこ となど 、とて も充実 して
いて楽 しか ったで す。
本 番の 五分の演 奏の ために 、こ
んな にも頑 張った のは初 めて でし
た。演奏 が終 わった 後は、 皆の顔
が 輝いて いました 。

合唱部 部長 ３年 女子
合唱部 は今年 上位大 会に 進むこ
と はでき ません でした が、こ のこ
とから 、日 頃の基 礎・基 本の練 習
の 大切さ や、練 習に 向かう エネル
ギー の強さ が必要 だった と学 びま
した。 そして 、暑い 夏に一 生懸命
練 習した こと、 なのに 悔しい 結果
に終わ った こと、 それら を通し 、
絆 が深ま り、素 晴ら しい仲 間に出
会え たこと を感じ ました 。特 設部
員の人 達も一 緒に頑 張って くれま
し た。皆 さん、 本当に ありが とう
ござい まし た。

９月配信テスト結果

10

１年生は英語と数学、３年
生は英語で・市平均を下回り
ましたが、それ以外は全て県
市
･ 平均と同じか上回る結果
になりました。授業や放課後
学習教室等で補充学習を行っ
ていきます。 月配信テスト
は、国語と英語が 月上旬に、
数学は中旬に実施する予定で
す。
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樋口 まどか

全国標準学力検査〈集団準拠評価〉の結果から
学習指導担当

今年度４月、前年度の学習内容の定着状況を測るための標準学力検査を実施しました。（各自の成
績は、すでに７月の保護者会で前期中間テストの結果とともにお伝えしております。）
二年生はすべての教科で全国平均を上回っており、良好な結果でした。一年生は国語、社会、数
学で全国平均を上回りました。三年生は国語、数学、理科、英語で全国平均を上回りました。
今後、各教科担任および各教科での分析結果をもとに、授業時間内で必要に応じて補充していき
ます。また、各学年で取り組んでいる家庭学習定着のための取組や放課後学習教室にも力を入れ、
学習内容の定着を図っていきます。
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