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信 頼 関 係 の 構 築 

校長 和田大二 

 

 人が生きていく上で信頼関係は重要です。教育においても根幹をなすものです。 

教師と生徒との信頼関係、教師と保護者との信頼関係、学校と地域の信頼関係・・・など 

多くの信頼関係に支えられて学校は存在しています。この信頼関係がなければ、学力をはじ

めとしたいろいろな問題に対応することはできません。まずは、思春期のまっただ中で 

対応が難しい中学生との信頼関係の構築について考えてみました。 

  

信頼関係構築のポイント（親子編） 

（１）しつけと甘やかしの区別 

愛情いっぱいに甘えさせる年齢、ルールや常識を教える年齢、子どもは成長段階に応

じて接し方が違います。中学生になってから厳しくしつけようとしても大きな効果は期

待できません。反発するだけで信頼関係を築くのがより難しくなります。 

中学生は自己判断できる年齢です。自分で判断させ行動させることが大切です。よく

できた時には褒めてやり、間違っていれば指摘する。この繰り返しです。 

 

（２）愛情のそそぎ方 

信頼関係と仲良しはイコールではありません。子どもが欲しがっている愛情を与える

ことと、子どもが欲しがっている物を与えるのでは大きな差があります。 

愛情は物ではなく、対話から生まれます。子どもの話を聞く、子どものつぶやきを聞く、

子どもに話しかける。対応に個人差はあると思いますが、まず親が意識して子どもと話

すことが大切です。 

 

（３）子どもを認める 

思春期の中学生は身体は大人でも心はまだ子どもです。人に言えない不安やストレス

を感じています。怒りの感情の裏には、さみしさ、みじめさ、くやしさなどがあると言

われています。自分の気持ちをうまく処理できない子どもが多いのです。 

叱り方と褒め方の使い分けは難しいのですが、褒められる機会が少ない子どもは、自

己有用感が低い傾向にあります。この自己有用感が子どもの行動に大きな影響を与えま

す。悪い行動には目を背け、よい行動には「・・頑張ったね」「・・できたね」など声

を掛けることが重要です。 

 

  《授業参観より》 
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学校の様子（4 月～ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ） 
発行が滞ってしまい、大変申し訳ございませんでした。本年度スタートからの様子を写真

等で紹介いたします。 

 
＜着任式･始業式；４／６＞ 

３年Ａ組  長田 悠馬 君              

生徒会本部役員として、目標を達成  

 できるよう務めたい。また、部活動

では、地区大会出場をめざし，基礎練

習をしっかりと頑張りたい。 

                                 

２年Ｂ組  伊藤 心花 さん 

                          勉強と部活の両立をめざし、授業や

部活動の練習に真剣に取り組みたい。

後輩もできるので、この１年気持ちを

切り替えて頑張りたい。                

＜入学式；４／６＞ 

                          新入生代表 

                           １年Ａ組  稻村 有紗 さん 

                          中学校生活では、小学校では習わ

なかった教科や部活動、そして生徒

会活動があります。全て新しい経験

です。たくさんのことを学び成長し

たいです。 

【４３名の新入生が入学しました】 

 

＜生徒会オリエンテーション（部活動紹介）；４／１１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＰＴＡ総会；４／２２＞ 

 

 

 

 

 

ＰＴＡ会長 

小保祥一 様     【新役員の皆様 ～１年間よろしくお願いいたします～】 

【７名の先生方をお迎えしました】 

各部毎に、練習メニューを 紹介しました。 



＜修学旅行；５／１０～１２関西方面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ユニバーサルスタジオジャパン】 

 

＜１年生ウオークラリー5/11＞          ＜２年生職場体験 5/11.12＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市中陸上大会５／１７＞ 

 

 

  

 

 

 
 

【選手激励会】 
 

３位までの入賞者（男子） ３位までの入賞者（女子） 

１位 野沢 克仁   走高跳        １ｍ６０ 

 柴田  晨   １年男子１００ｍ   １３″４１ 

２位 山本翔琉    ４００ｍ       ５８″７７ 

   鈴木大貴    ３０００ｍ   １０′１２″３１ 

   神野裕德    四種競技       １５４７点 

   森下・中田・髙津・小林 ２年リレー  ５１″８５ 

   森下 倖    ２年走高跳      １ｍ５０ 

   藤井・大山・本間・柴田 １年リレー  ５４″６９ 

３位 菊池 駿    １００ｍ       １２″７４ 

   中濱信吾    ４００ｍ       ５８″９５ 

   山本・小林・野澤・神野 ＯＰリレー  ４９″３５ 

   小林 奨    ２年１００ｍ     １３″２１ 

３位 藤井彩花    走高跳         １ｍ２５ 

髙津愛利奈   走幅跳         ４ｍ２０ 

菊地真里伽   砲丸投         ９ｍ１０ 

菊池・小島・伊藤・杉山 ２年リレー   ５６″７５ 

 

 

 

 



＜避難訓練６／１＞               ＜佐渡市体育大会激励会６／５＞ 

 

  

 

 

   【煙体験】 
  

 

 

 

 

＜市中体育大会６／７・８＞ 

 

バスケットボール部：男子チーム 優 勝 ・ 女子チーム ３位 

卓球部 ： 団体戦 男子チーム 準優勝 ・ 女子チーム ４位 

  〃   個人戦 男子 鈴木裕雅 ３ 位 ・ 松木大騎 ﾍﾞｽﾄ８  

バドミントン部 女子団体チーム ３ 位 

  〃     個人戦 男子Ｄ 鴻江翔伍・大山翔愛ペア  優 勝 

            女子Ｓ 榎 百愛 ﾍﾞｽﾄ８ ・ 夏井三季 ﾍﾞｽﾄ 12 

             女子Ｄ 大山美音・菊地真里伽ペア ﾍﾞｽﾄ８ 

              〃  甲斐陽奈・矢田佑希奈ペア ﾍﾞｽﾄ 12 

 バレーボール部：男子チーム ３ 位 ・ 女子チーム  ３ 位 

 野球部 ： ５ 位  

 ソフトテニス部：団体戦 男子チーム 予選敗退 ・ 女子チーム 予選敗退 

         個人戦 和田匠太・長田悠馬ペア ﾍﾞｽﾄ８ 
＜新潟地区大会 6／29・30，７／５・6＞ 

競技名 結 果 

陸上競技 
6/29-30 

新潟市陸上競技場 

男子走高跳   野澤 克仁  １ｍ７０   ３位（県大会出場） 
女子砲丸投   菊地真里伽  ９ｍ７３   ７位（県大会出場） 
女子走高跳   藤井 彩花  １ｍ３５   ８位（県大会出場） 
男子１００ｍ  柴田  晨  １２秒４７  予選敗退 
女子砲丸投   鬼月  萌  記録なし   予選敗退 

バドミントン 
7/5-6 

サンテラ佐渡 
スーパーアリーナ 

女子団体戦       両津中 ０－３ 東新潟中  敗退 
女子個人戦シングルス  夏井三季 ０－２ 木戸中  敗退 

  榎 百愛 １－２ 燕中   惜敗 
女子個人ダブルス  大山美音・菊地真里伽ペア０－２ 内野中，敗退 
          甲斐陽奈・矢田佑季奈ペア０－２ 黒埼中，敗退 
男子個人ダブルス  鴻江翔伍・大山翔愛ペア：準優勝（県大会出場） 
 ２回戦   ２－０ 白根北中    準決勝   ２－０ 白根第一中 
準々決勝  ２－０ 東新潟中    決勝    １－２ 東新潟中  

卓 球 
7/5-6 

豊栄総合体育館 

男子団体戦予選リーグ３敗，  敗退 
 対 早通中０－３， 対 宮浦中０－３， 対 五十嵐中０－３ 

男子個人戦  鈴木裕雅１－３宮浦中 敗退 ・ 松木大騎 ０－３ 岩室中 敗退 
女子個人戦  石川史乃０－３関屋中 敗退 

ソフトテニス 
7/5-6 

新潟市庭球場 

男子個人戦：予選リーグ２敗  敗退 
 和田匠太・長田悠馬ペア  対 巻西中 １－４、  対 山の下中 ０－４ 

バレーボール 
7/5-6 

亀田総合体育館 

予選リーグ ２敗,   敗退 
第１試合   両津中 ０（ 6-25, 6-25）２ 中之口中 
第２試合   両津中 ０（16-25,15-25）２ 黒埼中 

バスケットボール 
7/5-6 

東総合スポーツセンター 

決勝トーナメント：３位（県大会出場） 
１回戦 両津中７２－５５関屋中    準決勝  両津中４２－８４鳥屋野中 
２回戦 両津中７８－６１新津第五中  シード戦 両津中３９－６８横越中 

 


