
 

秋の深まりを感じられる時節となりました。先日の合唱発表会は、一人一役の活動のもとで、事前から当日

まで準備、練習をし、素晴らしい歌声の発表会となりました。まさに実りの秋です。 

 さて、生徒会では委員会をはじめ「いじめ見逃しゼロスクール集

会」を行っています。 

 いじめの起こりにくい学校づくりを目指して、いじめの起こりに

くい人間関係づくりのための学びの時間です。周りの人とよい関わ

りができるように交流を深めてもらいたいと考え、行っています。 

 しかし、学校生活の中で実際に誰か生徒が嫌な思いを受けている

ことが分かると、先生が指導する場面があります。多くの場合、きっ 

かけはちょっとした言葉の行き違いや、ささいな誤解、ふざけ合いからいじめに発展していきます。このよう

なことは中学校ではとかく起こりがちですが、互いのコミュニケーションや周囲からの声掛けで解決できれば

そんなに心配ありません。自分の力でトラブルを解決することも成長にとっては必要です。  

 ところが、その時点で解決できない場合に、周りを巻き込んで、集団でのからかいや無視に発展する場合が

あります。「いじめ」をする人の多くは、「あの人は自分とペースが会わない」「テンポが違う」など、自分と違

う人を認める余裕がなく、一人で相手に向かっていく強さがないため、周囲に自分と同じことをすることを求

め、集団でからかいや無視を始めます。相手の気持ちを感じ取ることを忘れているこの段階では、親や先生の

指導が絶対必要になります。 

 皆さんの誰もが「いじめ」は良くないことだと分かっているはずです。

勇気を持ってそれに立ち向かうことができないなら、嫌なことをされたり、

言われたりしている人を見かけたとき「大丈夫？」と声を掛けてください。

心配してくれる人がいることで少しでも力になれるはずです。 

 

 「いじめ」を解決できずに悩んでいる人がいたら、勇気を出して信頼で

きる人に相談してみてください。自分に起きている嫌なことや悩みを人に

話すことは「ちくった」とか「言いつけた」ことにはなりません。それは

ＣＡＰプログラムでも学びましたが、「相談」と言い、誰にとっても生きて

いく中で必要な力です。決して恥ずかしいことではありません。 

 「正しいことは正しい。間違っていることは間違っている。人の嫌がることはやめよう。」と互いに遠慮無

く言える人間関係を多く作れる、いじめの起こりにくい学校を目指して、互いに高め合えればと思います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 第８号   令和２年１１月２７日(金) 

本丸中学校 

新発田市緑町２－７－２２  

TEL ２２－２５２５ 

FAX ２２－０３４２ 

http://honmaru.shibata.ed.jp 

先月の本丸だよりで新発田市新人大会の活躍を紹介し

ましたが、その後、各種表彰を受けた生徒がたくさんいま

すので紹介します。 
中でも、「いきいきわくわく科学賞 2020」に科学部が応

募した『中庭の水の濁りの原因についての研究』が県最高

賞の県知事賞を受けました。12 月 19 日(土)に新潟日報メ

ディアシップで研究を発表し、表彰を受けます。 
また、「県ジュニア美術展覧会」に応募した渡邊紀美花

さん(2 年生)の作品も県最高賞の特賞を受賞しました。11

月 28 日(土)～12 月 13 日(日)に新潟日報メディアシップ

で展示され、その後長岡、柏崎、上越を巡回します。 
 
本丸中学校の生徒は、運動面でも文化面でも、実りの多

い秋になっています。 

(敬称略) 

＜科学部＞ 

○いきいきわくわく科学賞 2020 

(第 56回新潟県児童生徒科学研究発表会) (12/19 表彰) 

  生物・地学の部 県知事賞  北上裕聖、小池一心、 

円山悠稀、髙橋紫羽 

 

 

 

 

 

＜美術展＞ 

○第 51 回県ジュニア美術展覧会(11/26) 

  特賞  渡邊紀美花 

    奨励賞 須貝舞、吉田明花音、土井彩寧 裏面へ続く 

科学研究「県知事賞」受賞 ＆ 県ジュニア展「特賞」受賞 

いじめゼロ学級目標(理科室前掲示) 

1 学年ＣＡＰ (11 月 17･18 日) 

   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※今後も新型コロナウイルス感染拡大防止に関わって予定が変更になる場合が考えられます。予定の変更はホー

ムページと本丸メールで配信しますので、メール登録がまだのご家庭はご登録をお願いします。 

 

12 月

 

 

 

1 日(火) 食育指導(3 限 2-2)･教育相談(放) 

2 日(水) 食育指導(3 限 2-5) 

 人権教育､同和教育授業(5 限)※ 

        いじめ見逃しゼロ集会(6 限)※ 

3 日(木) 教育相談(放)･PTA 役員選考会 

8 日(火) 期末保護者会１日目 

9 日(水) 期末保護者会 2 日目 

10 日(木) 期末保護者会 3 日目 

11 日(金) 期末保護者会 4 日目 

21 日(月) 専門委員会(放) 

22 日(火) スマイルアンケート･ワックスがけ 

24 日(木) 終業式 

25 日(金)～1 月 6 日(水)冬期休業 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、様々なことが予定どおりに実施できませんでした。その結果、未執

行額が多額になる見通しです。そこで現在、ＰＴＡ会費の返金について検討をしております。返金額や返金方

法等の詳細については、１２月中に文書でお知らせいたします。 
なお、コロナ渦でもあるため、臨時のＰＴＡ総会を行うことができませんので、ＰＴＡ規約の第７条に基づ

いて、理事会での承認をいただき、準備を進めさせていただいております。ご理解をお願いします。 

 令和２年度ＰＴＡ会費の返金検討中  

 令和２年１２月１日以降、学校諸経費の口座引き落としができなかった場合の対応を下記のとおりとさせて

いただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。 

＜納入方法＞：『保護者の方が学校へ持参』または『口座振込』 
※ お子さんに納入金を持たせるのは、絶対にやめてください。紛失等のトラブルが生じても、

学校は一切責任を負いません。 
※ 休日は対応できません。持参する場合は、配られた文書を持って平日 7:40～18:30 までに

お越しください。期限までに納入できない場合は、必ず連絡をお願いします。 

＜陸上競技＞ 

○下越地区中学校新人陸上競技選手権大会 (10/25) 

 共通男子 200m     ６位 村岡夢叶 

 共通男子 3000m   ３位 宮村佑、 ６位 片野太一 

  共通男子 4×100mR  ２位 齋藤慶士、村岡夢叶、 

                                  倉島羽瑠、松尾心平 

 共通男子走高跳      ４位 長谷川礼 

 共通男子砲丸投   ６位 倉島羽瑠 

 １年男子 100m    ６位 松尾心平 

 １年男子 1500m    ２位 片野太一、 ７位 日水陽也 

 ２年男子 100m    ４位 村岡夢叶、 ６位 齋藤慶士 

 ２年男子 1500m    ６位 宮村佑 

 共通女子 200m    ７位 吉田瑠夏 

 共通女子 1500m    ５位 伊藤ひより 

 共通女子 100mH    １位 長谷川璃佳 

 共通女子 4×100mR  ２位 立川くるみ、長谷川璃佳、 

                                  皆川羽優、吉田瑠夏 

 １年女子 100m    ５位 吉田瑠夏 

 ２年女子 100m    １位 長谷川璃佳 

 

＜男子バスケットボール＞ 

○第１回新潟県Ｕ15 バスケットボール選手権大会（11/7） 

  ３位 本丸中学校Ｕ15 

 

＜書道＞ 

○令和２年度(第 70 回)新潟県競書大会(10/25) 

     準特選 佐藤友梨 

ＵＸ新潟テレビ 21 賞 黒坂真央 

○新大全国競書大会（11/1） 

     準特選 黒坂真央 

 

＜作文＞ 

○人権作文コンテスト新発田地区大会(10/28) 

     優秀賞 川上円花 

優良賞 小澤かおり 

 学校諸経費の口座引き落としができなかった場合の対応について

各種表彰 続き 

 

＜女子ソフトテニス部＞ 

○第 32 回はまなす杯中学校女子選抜ソフトテニス大会（9/27） 

  女子団体 １位 本丸中学校Ａ  

○令和２年度 市民総合体育大会 女子ソフトテニス（10/3） 

    ３位 渋谷・佐々木 ペア 

    ３位 須貝・長谷川 ペア 

 

＜男子ソフトテニス部＞ 

○第 32 回はまなす杯中学校男子選抜ソフトテニス大会（10/4） 

  男子団体 １位 

○令和２年度 市民総合体育大会 男子ソフトテニス（10/10） 

    １位 阿部・有本 ペア 

    ３位 羽賀・新井田 ペア 

 

＜柔道部＞ 

○新潟県３年生柔道体重別大会（10/10） 

    男子個人 66kg 級   ３位 大野雅浩 

            73kg 級   １位 皆川康介 

            90kg 級   ３位 松田聡 

   女子個人 52kg 級   ３位 土井彩寧 

○令和２年度 市民総合体育大会 柔道（10/18） 

    男子団体 本丸Ａ    ２位 

    女子団体        ２位 

    男子個人  60kg 級   １位 本間兼成、 ２位 佐藤良太 

            66kg 級   １位 石田晃大、 ２位 星野太陽 

            73kg 級   ２位 髙瀨流星 

  女子個人  52kg 級   ２位 籠島果恋 

            52kg 超級  ３位 五十嵐幸来 

○第 40 回 ＢＳＮ新潟県中学校柔道選手権大会（11/7） 

    男子団体 ３位 

※今年度は感染

症予防のため公

開はしません。 


