校長

藤 本洋則

子・ 丑・寅 で始 まる十二 支の サ
イクル 。二〇一八 年は「戌 」です 。
古代中国の暦がもとになってお
り、日 本で もはる か弥生時 代か ら
使 われて いたそ うで す。
人々 の生活 単位 になって いた こ
の暦を少 しで もわか りやす くしよ
うと 、動 物にあて はめ て表現 する
ように なりま した 。子はね ずみ 、
丑 は牛、 そして 戌には 「犬 」があ
てら れまし た。二 〇一八 年を象 徴
する動物 は、 犬なの です。
この 戌年 、十二 支のう ち十一 番
目にあ たりま す。
も う少 しで十二 の暦が 一巡 りし
よう という 頃で、 季節で いうと 晩
秋に例え られ ます。 それは 、これ
まで 時間 をかけて 育て てきた 作物
を収穫 する時 期で す。
「 実りの 秋」と いう言 い方 をし
ます ね。戌 年は「 結実」 を表す 年
でもある ので す。部 活動、 勉強、
学校 外で の取組、 人間 関係… …。
これま で続け てき たさまざ まな 取
組 に、き っと良 い結果 が表 れる年
にな るでし ょう 。努力 が報わ れる 、
形になる のが 、戌年 なので す。
一方 で戌 年は、 収穫を 終えて 、
ひと息 つく季 節で もありま す。 い
ま まで築 いてき たもの に「 よし」
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新し い年を 迎え 、一人一 人が 、
今年の 目標を 立てた ことだ と思い
ま す。そ の目標 の実現 に向け て、
仲間と 認め 合い、 支え合 い、高 め
合 いなが ら、自 分の 成長が 実感で
きる ように 、この 一年を 送り まし
ょう。

と いう結 果を得 たら 、気持 ちを切
り替 えまし ょう。 戌年は また 、次
なるス テップ への準 備の年 とも位
置 づけら れてい ます。 なにか をが
らりと 変え るため の、仕 込み、 準
備 の年な のです 。
戌年 の次、 二〇 一九年は 十二 支
の最後 である 亥年で す。そ して二
〇 二〇年 は子年 から、 再び新 しい
十二支 が始 まりま す。オ リンピ ッ
ク が東京 で開催 され ますね 。二〇
二〇 年にど うあり たいの か、 何を
したい のか、 それを 考えて 動き始
め 、種を 蒔きは じめる 。二〇 一八
年はそ んな 年にし たいも のです 。

平成 29 年度第 8 号
新潟市立内野中学校
電 話 262 － 3161
在校生徒数
１年生 208 名
２年生 200 名
３年生 213 名
計 621 名
（1 月３１日現在〉

三年一 組

女子

男子

私は勉強と部活動のレベルアッ
プを目指します。そのために、時
間を効率よく使うことを常に意識
しなが ら生 活して いきま す。
また、残り少ない学校生活を進
学するための準備期間として日々
充実さ せてい きたい です。
三 年二組

僕が今年頑張りたいことは、残
りの少ない中学校生活を、お世話
になった方々への感謝の気持ちを
持って過ごすこと、そして、高校
入学後は、勉強と部活動との両立
をさせ ること です。
僕は、沢山の先 生方や友達、そ
して家族に支えられて、今までの
中学校生活をとても楽しく過ごす
ことができました。その方々への
感謝の気持ちを持ちながら過ごし
た いと思 います 。
また、 高校では今よりも忙しく
なると思いますが、自分の自由時
間を削り、勉強や部活の時間にあ
て、中学校の時以上に努力してい
き たいと 考えてい ます 。

「不 撓不屈 」

二 年一組

男子

女子

これが僕の新年の抱負です。意
味は「強い意志を持って、どんな
苦労や困難にもくじけないさま」
で す。
部活では、本年度最後の大会に
向けて、しっかりと練習をして、
自分や仲間を信じてベストを尽く
し、頑 張りた いです 。
勉強では、受験に向けて、日頃
からしっかり取り組み、勉強する
習慣を身につけていきたいです。
また 、難 しい問題 でも 諦めな いで 、
分からないところも自力で何とか
答えを導き出し、理解して行きた
いです。この目標を絶対に果たし
た いと思 います 。

二 年二組

私の新年の抱負は、生徒会書記
局員として、メリハリのある学校
生活を 送るこ とです 。
私は今年、新生徒会書記局員と
して、生徒会活動に参加させてい
ただきます。ダラダラと活動し、
時間を無駄にするのではなく、テ
キパキと活動し、時間を有効に使
い、部活や勉強などの活動をバラ
ンスよ く行 いたい です。
また、積極的に沢山のものごと
に挑戦し、いろいろな事を学ぶこ
とのできる一年にしたいと思いま
す。
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男子
一二月二五日（月）新潟市議会
と の連携 事業と して「主 権者 教育 」
を行 いまし た。
新生徒会役員や学年委員などの
二年生二〇名、一年生一〇名が参
加しま した 。
七名の市議会議員の方をお迎え
し、議会の説明をしていただいた
後、模擬議会として生徒による議
会ロールプレイを行いました。そ
れぞれが、市長・議員・市民とな
り、民主主義のベースである議会
制度 につい て体験 しまし た。

１月配信テスト結果
１年生の数学以外は市・県平
均と同じか、市・県平均を上回
りました。授業の中や放課後学
習教室で補充を行っていきます。
２月は１６日 金 に
(
) 英 語の 県
配信、
日 水
( が
) 数 学の 市 配
信テストです。計画的に学習を
進めて下さい。
８日 木
( ９
)日 金
( は
) 期 末 テス
トです。計画を立てて学習に取
り組んでいるところです。ご家
庭 で も 、 生 徒 の や る 気 ア ッ プに
つながる励ましをお願いします。
1
4

一年 二組

女子

私の新年の抱負は責任感をもつ
事です 。
今年の春には、私達に後輩がで
きます。私は、二・三年の先輩方
のようになりたいと思います。先
輩方は、わからない事や困ったこ
事があった時には、優しく教えて
くれて、間違った時はちゃんと注
意してくれました。このように先
輩方が普通にしてくれたことを、
今度は私が後輩にしてあげられる
ように、一つ一つのことに責任を
もって臨みたいと思います。新し
く入ってくる一年生から頼られる
先輩になれるように頑張りたいで
す。

一年 三組

僕 の新年 の抱負 は 、「 部活を 一生
懸命やる」です。僕は剣道部に入
っています。昨年は同じ相手に二
度負けたり、大会で納得のいく結
果を得ることができないことがあ
りました。なので、今年は、日々
の稽古 では 誰より も声を 出し 、『一
生懸命』に技を磨きます。そして
大会では、昨年負けてしまった相
手に今年は絶対に勝つんだという
強 い気持 ちで挑 んで行 きます 。
先輩方の足を引っ張らずに「全
中出場」という大きな目標に向け
て 、『一生懸 命』や ってい きます 。
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