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「なせば成る」自らを高める一年に
校長

廣川

乗

新年、明けましておめでとうございます。平成29年になりました。冬休み中は降雪がほ
とんどなく、天候が穏やかでした。また事故や事件もなく、全校生徒の皆さんが元気で、
こうして新しい年を迎えることができました。大変嬉しく思います。
今日から３学期のスタートです。２学期の終業式で「①新年の抱負をもとう。②進んで
手伝いをし、家族とともに過ごそう。③自分を鍛える冬休みに」と話しました。全校生徒
の皆さん、楽しい冬休みそして自分を鍛えることができた冬休みだったでしょうか。
さて、私は年末にお隣の山形県米沢市にある上杉神社と上杉博物館を訪れました。そこ
には、戦国時代の越後国(新潟県)の武将 上杉謙信、初代米沢藩主
上杉景勝、その家臣 直江兼続の銅像が建っていました。そこで、
有名な次のことばに出会いました。

「なせば成る
成らぬは

なさねば成らぬ何事も
人のなさぬなりけり」

（人間、やれば必ずできる。やらなければ何事もできない。
できないと嘆くのは、自分がやらないからである 。）
【上杉鷹山公の像】

江戸時代の十代米沢藩主上杉鷹山公のことばです。困窮し、崩壊寸

前の藩を復興させた江戸時代随一の名君として知られています。天明の大飢饉(1782～
1788年)には、城下に備蓄した米を領民に配り、一人の餓死者も出さなかったと伝えられ
ています。領民に対して力を尽くし、教育にも献身し、一人一人に世の中を良くする力が
あるという信念を貫いたリーダーです。
全校生徒の皆さんも、自分の力で自分を変える、高めることができます。それは、自分
で決めたことをやり遂げることです。今日から実行あるのみです。自分で立てた新年の抱
負に向かって一日一日努力していく、そんな一年にしていきましょう。特に３年生の皆さ
んにとっては、中学校生活最後の学期となります。悔いを残さず、やり切ったと思える充
実した３学期となるように、これからの日々を大切にしていきましょう。
これから３学期、平成28年度の締めくくりとして、充実した教育活動となるように、職
員一同取り組んでまいります。保護者や地域の皆様からは、昨年に引き続き、教育活動へ
の御協力と御支援を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
職員が毎日記録している「日番日誌」から、冬休みの平中生の姿を紹介します。
○ 冬 休み に １･２ ･３ 年生 とも 登 校し てい ま した 。 それ ぞれ の 目標 に 向か って 頑張 っ てほ し いで
す。(12月26日)
○ 2017年 が スタ ート 。 新年 早 々、 ３年 生が 登 校し 、数 学 と英 語 の補 習に 励 んで いま した。 この
頑張りが成果となってあらわれることを期待します。(１月４日)
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やり遂げる意思を持った先輩に！
この冬休みを振り返ると、学習面で課題ができました。私は、毎日５教科をきちんとや
るという目標を立てていました。しかし、冬休みだからといって怠けてしまい、勉強のス
タートが遅れてしまいました。そして、自分の苦手な教科を後に残し、とても後悔してし
まいました。だから、目標を立てたからにはしっかりとやり遂げる意思が大切だと思いま
した。このやり遂げる意思を強く持ち３学期に実践したいです。
３学期の抱負は、授業にきちんと取り組むということです。２学期は、授業中に私語を
してしまったので、私語を減らし授業にしっかりと集中するようにしたいです。また、ノ
ートのとり方をもっときれいにして、定期テスト前に見返して、復習したいです。
今年、私は先輩になります。今年の先輩は、私たちに優しく接してくれてとても頼りに
なったので、私たちも２年生になったら、１年生に頼りにされるように頑張りたいです。
これらのことを目標にし、楽しい３学期にしたいです。
永遠さん】
【１年１組 石栗 永遠
さん】

学習にも生活にも積極的に行動する３学期！
僕が３学期に頑張ることは、勉強面と生活面で 1 つずつあります。まず勉強面では、自
学への取組をしっかりすることです。昨年までは、
「これぐらいでいいか。
」と自分に甘え
ていて自学にそんなに熱心に取り組みませんでした。今年は受験生なので学年×1 時間を
目標にして、予習・復習をきちんとしたいです。次に生活面では、自分から積極的に行動
することです。昨年は、
「誰かがやってくれるからいいだろう。
」とほかの人に任せて嫌な
ことから逃げていました。しかし、あと３か月後には、平中のリーダーになります。だか
ら、先輩である自分から積極的にいろいろなことを行い、行動できる人間になりたいです。
このように、今学期は何事にも自分を甘やかさず、嫌なことから逃げず積極的に行動す
ることと、自学に毎日取り組むことを 1 番の目標として頑張っていきます。
歩夢さん】
【２年１組 鈴木 歩夢
さん】

感謝の気持ちと、今一緒に過ごせる時間を、より充実したものに！
私は３学期の抱負が２つあります。１つ目は、勉強についてです。私たち３年生は、２
ヶ月後に公立高校の入試を受けます。私は、冬休み中に暗記系の教科を重点的に勉強しま
した。中でも社会の歴史が苦手なので、何度も新研究をノートに繰り返し行い、間違えた
り分からなかったりしたところは、解説を読んで理解するようにしました。３学期は、今
まで以上に集中して授業を受け、自宅でも自主学習にしっかりと取り組んでいきたいです。
無事に志望校に合格できるように勉強して、力をつけていきたいです。
２つ目は、学校生活についてです。この平中で過ごす時間は残り２ヶ月となり、もう少
なくなってきています。卒業したら、みんなばらばらになってしまいます。クラスのみん
なや先生方、後輩たちと離れることはとてもさみしく、心細いです。だからこそ、今一緒
に過ごせる時間を、より充実したものにしたいです。そして、自分の周りの人に今までの
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感謝の気持ちを伝えていきたいです。この２つのことを大切にして３学期を過ごしていき
たいです。
温香さん】
【３年１組 遠山 温香
さん】

進路実現に向けて ３年生へエールを送ります。
３年生は、あと２ヶ月で卒業式。そして、高校入試を迎えます。皆さんは自分の進路
を実現させるために、冬休みの補習や塾での学習など、年末年始も努力を重ねてきたこ
とと思います。人生の中で、自分の進路を自分で切り開く試験は、初めてのことという
人ばかりだと思います。でも、これからの人生は、進路実現の繰り返しです。高校 3
年間を終えれば、大学受験、専門学校への進学、就職の試験・・・。その後もまだまだ
自分の仕事の中で、仕事を成功させるために、人から認めてもらうために、人から感謝
してもらえるようにと、生きている限りその努力は続いていきます。これから先ずっと
続いていく試験（試練）を、乗り越える方法と、乗り越えていけるだけの強さをこの高
校受験を通して学んでほしいです。そこで、私から努力を続けていくためのアドバイス
を送ります。それは、
「目標をもつ」
「仲間と励まし合う」
「自分で自分を褒める」の 3
つです。そもそも「目標」がなければ努力は続きません。自分の中ではっきりとした「目
標」をもちましょう。そして、同じ目標をもつ「仲間」と刺激し合い、励まし合うこと
で意識を高くもち続けることができます。でも、それでも疲れてしまうこともあります。
やる気が起きないときもあるでしょう。そんなときは、ぜひ、がんばっている自分を「褒
めて」
、自分自身でがんばるエネルギーを蓄えてください。
「こんなにがんばっている自
分は偉いな」と。それがまた、次の努力に繋がっていくことでしょう。３月まで、精一
杯努力して、進路を実現させたとき、一回りも二回りも成長した姿になっています。そ
の姿を見ることを期待しています。３年生全員で最後までがんばり抜きましょう。
【古澤 徹】

今月の、
「頑張りました！」
村上市新春
卓球大会

中学生男子シングルス
中学生女子シングルス

３位 ２年 佐藤 光輝
２位 ２年 平野 茉洸

昨年１２月２２日に発行した「学校だより１２月号」の『第４７回新潟県ジュニア
美術展 佳作』の欄に、１年生 佐藤和花さんの名前が掲載されず遠山愛実さんの名
前が掲載されていました。大変申し訳ありませんでした。お詫びして訂正いたします。
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私の中学時代は、歌謡曲をよく聴いていました。当時はＣＤではなく、カセット
テープが主流でした。私は中学生の時、お小遣いで初めてカセットテープを買いま
した。記念すべき第一号は、徳永英明さんの「風のエオリア」という曲です。彼の
澄んだ歌声は魅力的で、私は何度もテープを巻き戻して聴いていました。友達はＴ
Ｍネットワークが好きだったので、「Get Wild」や「７day’s war」をよく歌って
いました。先輩は少年隊が好きで、
「君だけに」や「仮面舞踏会」を振り付けつきで
歌ってくれました。給食の時間は、長渕剛さんの「トンボ」や爆風スランプの「ラ
ンナー」が流れていました。放課後の校舎には小田和正さんの「さよなら」が流れ
ていました。今でもこの曲を聴くと、黄昏れた教室や仲間たちの面影を思い出し、
とても懐かしく感じます。
【伊藤 理華】

運動しか取り柄のない私は、野球部に入り毎日一生懸命に練習していました。３年
生の時にレギュラーになり、試合ではバッティングが好調でヒットを打つことができ
ましたが、守備面ではエラーをし、チームの仲間に迷惑をかけていた気がします。陸
上大会にも参加し、下越大会では走り幅跳びと三段跳びで優勝し、県大会に出場する
ことができました。普段の中学校生活でも楽しいことはたくさんありました。今年の
お正月に同窓会があり、中学時代の仲間達と懐かしい思い出話に花が咲きました。中
学時代、共に汗と涙を流し、感動も共有することができた仲間は、今でも大切な友人
です。
【高田 裕久】

１月から３月までの主な予定
１月から３月までの主な予定
１
月

６日
（金）
１０日
（火）
１１日
（水）
１３日
（金）
２４日
（火）
２７日
（金）

３年生実力テスト
始業式、課題テスト
１３日（金） 第３回漢字検定
第２回学校評議員会
２０日（金） 第３回英語検定
第２回ＰＴＡ三役部長会
３年生進学三者面談【～２７日（金）
】
第２回ＰＴＡ理事会

２
月

１日
（水）
６日
（月）
８日
（水）
１０日
（金）
１５日
（水）

３年生第４回定期テスト【～２日（木）
】
第２回生徒総会
平林中学校区家庭学習強調週間・生活リズム強調週間【～１５日（水）
】
新入学生保護者説明会・公立高校特色化選抜
１・２年生第４回定期テスト【～１６日（木）
】

３
月

２日
（木）
３日
（金）
７日
（火）
８日
（水）
９日
（木）

３年生同窓会入会式
第７０回卒業式
公立一般学力検査
公立一般学校独自検査
１・２年生期末保護者会

１３日（月） 公立高校一般入試合格発表
２３日（木） 公立高校２次入試
２４日（金） 終業式・公立高校２次入試合格
発表・ＰＴＡ会計監査
２７日（月） 離任式
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