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みなさんはダイバーシティを知っていますか？
（東京のお台場にある町のことではありませんよ。）
ダイバーシティ（Diversity）とは、
「多様性」という意味です。年齢、
性別、人種、宗教、趣味等さまざまな属性の人が集まった状態のこと
をいいますが、もともとは、アメリカの企業において、
「様々な人種の人を積極的に採用し
よう」「差別のない待遇をしよう」ということを目指して広がった考え方です。
現代におけるダイバーシティの考え方は、性別や人種だけではなく、一人一人が持って
いる違いを認め、尊重しようという意味になってきています。日本の企業でも、多様な人
材が、お互いの違いを受け入れ、活かし合いながら、それぞれに実力を発揮できる職場の
あり方を目指しています。
私は、これからの社会はさらにこの考え方が広がって進んで行くと思います。様々なこ
とが急激に変化し、今までになかった課題が出てきて（新型ウイルスへの対応もまさにそ
うです！）、何が正解なのか？どうすれば良いのか？分からない時に、同じ考えの人だけで
はなく、いろいろな違う考えや価値観の人と話し合うことで新しい道が見つけられると思
うからです。そして、それぞれの人が自分の力を発揮して、みんなで乗り越えて進んで行
くことが幸せにつながると思うのです。
神林中学校の今年度の育成したい力の一つに「個性や多様性を認め、関わり協力する力」
があります。みなさんには「個性や多様性」を認める力を身に付けて
ほしいと思います。
１ 一人一人は違うのだということをお互いに認め合うこと。
２ 相手の考えや価値観を知り、尊重すること。
３ 自分を知ること。自分の考えや価値観も大事にすること。
４ お互いの違いを受け入れて、それを活かし合うこと。
これは、お互いにわがままを通したり、自分勝手に行動したりすることとは違います。
少し難しいかもしれません。そして、この力を身に付けるためには、他の人とコミュニケ
ーションをとることが必要になってくるのです。
クラスや学校はもちろん、家庭や地域も、いえ、世界中でダイバーシティの考え方が広
がり、みんなが自分らしく自分の実力を発揮できる社会になってほしいと思います。

第 5 回 生徒総会
５月２８日に令和３年度１回目の生徒総会がありました。
今年度の生徒会スローガンは「飛翔」です。このスローガ
ンには、
「学校生活をおくる上で、成長しレベルアップしてほ
しい。そして、空高く飛び、輝いてほしい。」という思いが込
められています。「今年度も新型ウイルス感染症の影響で活
動が制限されるかもしれないが、どんな状況でも全校が一丸とな
って乗り越えてほしい」という願いは、生徒会執行部だけでなく、
神林中学校の全教職員の願いでもあり、家庭や地域の願いでもあ
ると思います。みんなでこの願いを達成していきましょう。
総会では、生徒会の活動方針や、部活動の各部、生徒会の各専門
委員会の活動計画や予算案などを審議しました。１年生は初めて
の総会参加でしたが、質問や意見等を堂々と発表していました。そして、全ての議案が承
認されました。一人一人が目標に向かって活動していきましょう。

下越地区大会
【野球】対荒川中

6－1 勝 ２日目（２回戦）に進出

【バレーボール】
対加治川中

2－0 勝

対京ヶ瀬中

対豊浦中

2－0 勝

予選 1 位で 2 日目に進出

【バスケットボール】

対五泉北中

2－0 勝

71－42 敗退

６月９日に下越地区大会の１日
目が、また、６月１６日、１７日に
は下越地区陸上大会が、６月２１日、
２２日は下越地区水泳大会が行わ
れました。

【卓球】男子団体 予選リーグ 2 位で敗退
女子団体

予選リーグ 4 位で敗退

男子個人

森田、加藤、磯部、木村、八藤後が
3 日目に進出

女子個人

白坂、佐藤、近が 3 日目に進出

【ソフトテニス】
男子個人

女子個人

押切・塚原ペア

郡市 3 位で 3 日目に進出

川﨑・小林ペア

予選リーグ敗退

小田・遠山ペア

予選リーグ敗退

【陸上】男子 100ｍ(小田、佐藤）
、女子 100m(渡辺)、
男子 1500ｍ(佐藤、中村)、女子 4×100ｍリレー（渡辺、
須貝、佐藤、小野）、男子 200ｍ(小田)、女子 200ｍ(須貝、
佐藤)、女子走幅跳(小野)、 男子 800ｍ(佐藤)は予選敗退、
女子 100ｍ(小野)準決勝敗退、男子 3000(中村)決勝敗退
【水泳】100ｍ自由

小田

1 分 13 秒 94

県大会出場

100ｍ背泳

齋藤

1 分 19 秒 57

県大会出場

50ｍ自由

小田

32 秒 30

県大会出場

200ｍ背泳

齋藤

2 分 49 秒 97

県大会出場

それぞれが良く健闘しました！
地区大会は 6 月 25 日、26 日に２，
３日目が行われます。次の大会もベ
ストを尽くしてください。

学級目標が決定しました！
６月１５日の生徒朝会で、各クラスの学級目標が発表
されました。それぞれのクラスの思いと工夫がたっぷり
入った目標でした。
全員で協力して良いクラスを創っていきましょう。
１年１組
実現!!アロンアルファなみの団結力
～くっつい(タコ)たら(鱈)はなれないぞ～
１年２組
それいけ!!レッドブル ～翼を授けるぅ～
２年１組
限界を超えろ！ ～We can do it!～
２年２組
「進撃の安帆満（あんぱんまん）」
～立ち上がれ２－２ 愛と勇気が My friend～
３年１組
幸福達安（ハッピーターン）
～人生のターニングポイント～
３年２組
元気 100 倍！３年２組！～愛と笑顔でナンバーワンの主人公に～

Ⅰ期定期テスト
６月３日、４日は令和３年度のⅠ期定期テストでした。
１年生は中学生になって初めての定期テストでした。それぞ
れがテスト前の学習計画を立てて取り組んでいましたが、毎日
の授業の取組も大きく関わってきます。分からないところをそ
のままにせず、分かったところもさらに復習して確実に理解を
深めることが大切です。

避難訓練を行いました。
６月４日に避難訓練を行いました。今回は火災が起きたときの避難について訓練しまし
た。当日が雨のために体育館に集合でしたが、みんな真剣に取り組んでいました。
火災で怖いのは「煙」です。煙は炎よりも先に早く広がっていくからです。その煙の中
には有毒なガスが含まれている
ので吸い込まないように姿勢を
低くして、口と鼻をハンカチ等
でふさぐことが大切です。
次の避難訓練も真剣に取り組
んでいきましょう。

１年生歯科保健指導
６月１８日に１年生歯科保健指導を行いました。
これは村上市の歯科保健事業の一環であり、市内の
歯科衛生士さんが中学１年生を対象に行うもので
す。今回は村上市保健医療課の歯科衛生士である本
間香織さんにご指導していただきました。
健康な歯や口腔を維持していくために、デンタル
フロスを使ってきれいに保つことが大切だという
ことを学びました。自分の歯は自分で守る！と意識
して取り組んでいきましょう。

カボチャの苗植え
環境委員会が学校の畑にカボチャの苗を植えました。これは神林地区関係人口創出事業
の一環として行われたものです。神林地区の各集落では、少子高齢化により地域行事など
を保存・継承していくことが困難な状況にあります。未来を担う子供達に地域のイベント
を通しての地域
資源の継承と再
発見、そして、そ
れを活かした交
流人口から関係

の主な予定

人口へとつなげ、
神林地域を活性化させたいという実行委
員会の思いがあります。
育てたカボチャは 10 月に道の駅神林
で行われるかかし祭り・ハロウィンにお
ばけカボチャとして参加する予定です。
カボチャの苗植えのやり方は、桃川農
園の佐藤譲さんに指導していただきまし
た。地域の人達と共に、神林地区を盛り
上げていきましょう！

１日(木) 学校運営協議会
２日(金) PTA 理事会
５日(月) 夏休み指導 学校評価アンケート
６日(火) 全校朝会 1 学期保護者会①
７日(水) 1 学期保護者会②
８日(木) 1 学期保護者会③
９日(金) 1 学期保護者会④
１２日(月)

Q-U（5 限）

１３日(火) 生徒朝会
１５日(木) 45 分授業 専門委員会
１６日(金) 県総体前日準備
１７日(土) 県総体①
１８日(日) 県総体②
１９日(月) 県総体③
２１日(水) 1 学期終業式
２２日(木) 海の日 夏季休業（～８/25）
２３日(金) スポーツの日

