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本丸中学校の様子
明日の終業式で１学期が終わります。今学期を振り返ると生徒は学習、部活動、委員会活動
等で目を見張る活動をしてきました。特に３年生がリーダーシップを発揮し、様々な場面で手
本となるような行動をとってくれたと思います。
１学期を通して３年生が安定していることで、１・２年生も安心して学校生活が送れ、校内
はとてもよい雰囲気です。問題行動も減少し、特に暴力・暴言、故意の器物破損はありません
でした。これまでの本丸中学校のよい伝統を引き継ぎ、本丸中学校の一員であることに誇りを
もって生活している姿が伝わってきます。このよい雰囲気を醸成し、２学期以降もさらによい
中学校生活を送れるよう支援していきたいと思います。
しかし、気になることもありました。それは交通ルールです。今年は例年以上に地域や保護
者から生徒の交通マナー、特に自転車の乗り方について注意を頂くことがありました。残念な
ことに交通事故も発生しました。｢道路への飛び出し｣｢スピードの出し過ぎ｣｢並列走行｣｢自転
車通行可能な歩道での歩行者優先｣等、危険な行為は絶対にしな
いようにしてください。校外でも本丸中学校の生徒としての自覚
と誇りをもって行動してほしいと思います。
また、体育祭の全学年のカラー決めの集会があり、活動も本格
的に始まりました。放課後、それぞれのチームの応援リーダー、
バック板の絵付け係、小道具係が協力しながら準備活動をしてい
ます。９月９日(土）に行われる体育祭に向け、各チームとも協
力して活動を進めてほしいと思います。本丸中学校の団結力をさ
らに強めていきましょう。
さて、今年度も全ての運動部が下越地区大会へ進出し、県大会
でも３年生を中心に活躍が目立ちました。残念ながら敗退した３
年生と、新チームとなった部活動は新たな目標に向けて活動して
上：選んだ風船を割ると紙吹雪
いきましょう。また発表会や研修会に本丸中学校生徒代表として
が舞いカラー決定
下：３年生のクラスカラー決定
参加する生徒もいます。是非ご声援をお願います。
10日(月)に２年生対象の「性に関する講演会」が開催されま
した。「本丸中学校の２年生と考える生と性｣と題し、思春期保
健相談士の酒井由美子先生から生徒に向けた話をしていただき
ました。夏休み前のこの時期に有意義な講演となりました。
さて、待ちに待った夏休みが始まります。夏休みは、自分を
鍛え成長させる機会であると同時に、様々な危険も潜んでいま
す。普段以上にお子さんへの目配りと声かけをお願いします。
特に最近は、インターネットを介したトラブルが増加していま
【講演会の様子】
す。悪口を書き込んだり、勝手に友だちの画像を載せたりして
トラブルに発展している場合が多くあります。人の嫌がることはどのような場面でも絶対にし
ないように心がけてください。夏休み期間中でも、お子さんの様子で心配なことや気になるこ
とがありましたら、学校までご連絡ください。２学期も笑顔で登校する姿を待っています。
今月の生徒指導の状況（７月21日現在）
生徒間のトラブル２件(指導継続中１件）、ネット上のトラブル１件(指導中)、
器物破損１件、机等への落書き１件

夏休 みを有意義に過 ごすために
「 夏休みの生 活」に加えて 、次のこと をお願いし ます。
１

自分の生命 を大切にする
夏 休みに心配 される事故は 水難事故、 交通事故、 花火等によ る火災、やけ ど等の

事故 です。夏休 み期間に全国 各地で悲し い事件事故 のニュース を見聞きしま す。他
人事 ではなく、 自分の生命を 守るという 観点から事 故防止に努 め、危険なこ とは絶
対に しないでく ださい。また 、困ってい ることや心 配なことが ある時は、本 丸中学
校(22-2525)へ 連絡をお願 いします。
２

規則正しい 生活習慣で、 健康に過ご す
夏 休みを楽し く過ごすため には健康第 一です。早 寝早起きを 心がけ、

三食 をきちんと 食べるなど、 規則正しい 生活習慣を してくださ い。そ
して 家族の一員 として、毎日 一つお手伝 いを続けま しょう。
外 出すること が多い夏休み です。ただ し生徒同士 で外泊やゲ ームセンター 、カラ
オケ ボックスへ 行くことは禁 止です 。また 、夏休み後半 には新発田 祭が開催さ れます 。
夜半 になるので 節度ある態度 と行動して ください。 お家の方に は「○○と出 かけて、
○時 に帰る」と 告げてから出 かけてくだ さい。
３

計画的に継 続した学習を する
各 教科から宿 題があります 。１学期の 復習と２学 期の予習に ついて計画的 に進め

まし ょう。長い 休みを活用し 、普段でき ない事に挑 戦する機会 です。興味関 心のあ
る課 題に取り組 んでみましょ う。新学期 に向けて、 学習意欲を 高めて欲しい です。
４

法にふれる 行為は絶対に しない
万 引き(窃盗 ）、飲酒、 喫煙、性非行 、恐喝等の 触法行為は 絶対にしな い。誘惑に

負け ない「ＮＯ 」という強い 気持ちをも って生活し ましょう。 お互いに、違 法行為
は許 さない人間 関係を作る事 が大切です 。また、用 も無く商店 や店舗に出入 りして、
疑わ れる様な行 動は慎んでく ださい。
５

インターネ ット等の推奨 ルール
携 帯電話等の 情報機器の利 用はマナー やルールを 守って行い 、犯罪やトラ ブルに

巻き 込まれない ようにしてく ださい。家 族で時間(中学生は夜 ９時まで)や場 所を決
めて 使うなど、 家庭内でのル ールを決め 、友だちや 仲間を傷つ けるような書 き込み
や行 動をせずに 、よい人間関 係づくりを 心がけてく ださい。

海水 浴場と加治川天然 プールについて
以下 の海水浴場 と天然プール で 、遊泳が認め られています (遊泳可能は白旗 、不可は赤旗 ）。
利用す る場合には 、必ず保護者 に伝え３人 以上で行く こと。この 場所以外で遊 泳するとき
は、必 ず保護者同 伴で行くこと 。なお、監 視員の指示 には必ず従 うこと。
【問い合わせ 新発田市観光振興課(26-6789)・聖籠町産業観光課(27-2111)･新発田市ｽﾎﾟｰﾂ推進課(28-9660)】
場 所
期 間
遊泳時間

藤塚浜海水浴場
～８月20日(日)
午前９時～午後５時

次第浜・網代浜海水浴場

岡田地区加治川天然プール

～８月17日(木)

～８月18日(金)

午前９時～午後４時30分

午前10時～午後４時

※ 岡 田 地 区 加 治 川 天 然 プ ー ル に つ い て は 安 全 確 認 が 済 み 、 7月 25日 よ り 遊 泳 可 能 と なり ま し た 。

