
 

 

 

 

 

挑む夏            

校長 宮川佳代子 

明日から３５日間の夏休みに入ります。この夏のみなさんの目標は何ですか？ 

 

今年の夏は東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。人類

が新型コロナウイルスというかつてない困難に向き合う中で

の開催です。その開会式・閉会式のコンセプトの中で「そのよ

うな状況で開催されるこの大会だからこそ、スポーツの力で世

界中をつなげ、未来に向かって希望を生み出す場にしていきた

い。前を向いて生きるエネルギーを、一人ひとりに届ける時間

にしたい。今までの常識を変えて、よりよい当たり前をみんな

で作っていくチャンスにしたい。そして、脅威に対する世界の連携、さらに大会の実現が、

たくさんの人々の計り知れない献身と努力に支えられていることに深く感謝し、あらため

て称賛と尊敬の意を大会を通して伝えていきます。」とあります。 

 

また、開会式のコンセプトには「アスリートによってこれから繰り広げられる数々の挑

戦を通じて、喜びや悔しさを共に感じる瞬間を届けていきたい。そう、どんなに離れてい

ても、言葉や文化が違っても、スポーツには世界中の人々を感動でつなぐ力があると信じ

ています。それは、私たち人類が普遍的に共有している、かけがえのない財産です。（中略）

人類は多種多様な違いを活かしながら、共感を通じて連携し、助け合って生きていくこと

ができる。そう感じてもらえる体験になることを願って。」とあります。 

 

今年度の初めに、新型ウイルスで様々な制限もまだあるけれど、感染症対策を当たり前

としながら、前向きに今できることに取り組んでいこうと話をし、生徒会中心に各委員会

で活動が活発に行われました。また、２年ぶりに開催された各種の大会では、みなさんは

目標をもって挑みました。その戦いぶりには最後まであきらめない気持ちが表れていて、

見ている人達を感動させました。まさに、これはオリンピック・パラリンピックのコンセ

プトとつながるのではないかと思いました。それぞれが自分の目標に向かって努力をし、

仲間と共に取り組んだ１学期だったと思います。そして、４月より成長していることを感

じているのではないでしょうか。 

 

さて、みなさんはこの夏休み、何に挑戦しますか？ 

「挑む心」で過ごした夏休み後のみなさんのさらに成長した姿を

楽しみにしています。 

      学校だより ４号    【教育目標】学ぶ心 思う心 挑む心                      

神林中学校(66-5313)令和 3年 7月 21日 



健闘しました！ 下越地区大会 県大会 下越吹奏楽コンクール 

 ６月２５日、２６日に下越地区大会の２日目、３日目が行われ、7月１６日～１８日に県

大会が行われました。また、７月１８日には、下越地区吹奏楽コンクールが新潟テルサで

行われました。下越地区大会では、それぞれの部が最後まであきらめずに力を出し切って

戦いました。素晴らしい姿でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 県大会卓球大会は小千谷市で行われました。また、水

泳大会は 7月２４日、２５日に長岡市で行われます。 

ベストを尽くしてきてください。応援しています！ 

体育祭 結成式 

 7 月１３日の生徒朝会で体育祭の結成式が行われました。色決めは、各クラスの応援リ

ーダーの代表がじゃんけんをして、勝った方から色が入

った封筒を選んで決めました。結果は、青軍が１年１組、２

年１組、３年２組で、赤軍が１年２組、２年２組、３年１組とな

りました。 

 今年度は体育祭が９月２５日（土）です。各軍とも力

を合わせて最高の体育祭にしていきましょう！ 

下越地区大会 

【野球】 ２回戦 対聖籠中 ０－１６ 敗退 

【バレーボール】  

決勝トーナメント 対猿橋中 １－２ 敗退 

【卓球】 

 男子個人戦 磯部功成 第５位（県大会出場） 

       森田巧成、加藤久理 ４回戦敗退 

       木村圭佑、八藤後尚澄 ３回戦敗退 

 女子個人戦 近優月、佐藤愛結奈、白坂香乃 ２回戦敗退 

【ソフトテニス】  

男子団体戦 １回戦 対猿橋中 １－２ 惜敗  

男子個人戦 押切・塚原ペア リーグ戦１勝１敗 敗退 

 

県大会 

【卓球】 

 男子個人戦 磯部功成 １回戦 敗退 

 

下越地区吹奏楽コンクール 

 中学校 B の部 銅賞 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１学期の反省と頑張ったこと      １年１組 片野 快信 

 僕が１学期頑張ったことは２つあります。一つ目は勉強です。よく理解できるように、数学

や理科では、予習や復習を繰り返し行いました。定期テストでは自分が納得できる点数を取る

ことができました。ですが、国語や理科の課題の提出が遅れることがあったので、忘れずに期

限を守れるようにしていきたいです。 

 二つ目はテニスです。僕は地域融合型部活動の KSTCに入っています。部の目標や自身の目標

に向かって達成できるようにたくさん練習することを頑張りました。８月にある新人戦で納得

のいく結果を出せるように頑張りたいです。 

 中学校に入学して多くの友達と交流することができました。２学期は体育祭や合唱コンクー

ルなどの行事があります。みんなで協力し、それに向かって頑張っていきたいです。 

１学期の反省と２学期の抱負     ２年２組 小林 翔 

 僕は、２学期を前に改善したいことが二つあります。一つ目は学習の仕方です。今までのテ

ストでは、一日一日の計画をたて、それに沿って学習することができていませんでした。また、

勉強の内容を見ても、ワークを終わらせることだけを考えて、よく分かっていないところをそ

のままにしてテストに臨んでいました。その結果、つまらないミスから失点することが多く、

不本意な成績で終わっていました。２学期は、２週間の学習計画をしっかり立て、それを意識

しながら学習することと、分からないところを教科の先生や友達に聞きながら、丁寧に勉強し

ていくことを頑張りたいと思います。 

 二つ目は提出物についてです。僕はワークやプリントなど、提出物を期限までに提出するこ

とが苦手です。２学期は、デイリーライフの中に提出期日をメモするページを作り、期限まで

に提出できるよう努力しようと思います。 

 また、２学期は体育祭や合唱コンクールなど、大きな学校行事があります。昨年のクラスで

は、中学校で初めての大きな行事を、みんなで協力して取り組み、とても楽しい思いをしまし

た。今年も新しいクラスで一致団結して取り組む中で、僕自身雰囲気を盛り上げられるように

頑張りたいと思います。 

１学期頑張ったこと      ３年１組  磯部 功成 

 僕は、学習面と生活面の一つずつ頑張ったことがあります。 

学習面は、２年生から３年生になり、勉強がとても難しくなり、ついていけるか不安でした。

しかし、毎日家庭学習をがんばってやっているうちに、勉強が分かるようになり、ついていけ

るようになってきました。これからも受験に向けて家庭学習をがんばります。 

生活面は、学級委員長として、あいさつの声を大きくすることを心がけました。授業時の号

令では、４月に比べて自分もクラスもあいさつの声が良くなったと思います。この調子で２学

期もあいさつの声が大きくなるようにがんばります。 

 １学期が終わり部活も終わったので、受験に向けて勉強し、２学期の行事も全力で取り組ん

でいきます。 

７／２１ １学期終業式 学年代表の「１学期の反省と今後の抱負」 



人権教育、同和教育授業研究会 

 ６月 30日に神林中学校区の授業研究会がありました。これは、村上市教育委員会指定の

人権教育、同和教育推進事業の授業研究会です。今回は中間発表で、本発表は 11 月 24 日

になります。授業公開は全クラス行いました。協議会では、授業や小中の連携について話

し合われました。ご指導は、下越教育事務所 学校支援第２課 指導主事 関川紀博 様、

村上市教育委員会学校教育課 主任嘱託指導主事 平山浩 様よりいただきました。さら

に中学校区で研究を進め、差別や偏見に気付き、差別や偏見のない社会にしようとする気

持ちを育んで行きたいと思います。 

3 年生 高校説明会 

 7 月 1 日と 2 日の二日間に渡り、１０校の高等学校の

先生方をお招きして高校説明会を行いました。それぞれ

の高等学校の特色や入学選抜制度について理解を深め、

進路選択につなげることが目的です。説明していただい

た学校は、1日が新発田高等学校、村上桜ヶ丘高等学校、

中条高等学校、荒川高等学校、新発田中央高等学校、2日が村上高等学校、新発田南高等学

校、新発田商業高等学校、敬和学園高等学校です。ありがとうございました。 

2 年生 救急法講習 

 6月 24日に 2年生対象の救急法講習が行われました。村

上市消防本部救急隊員の方においでいただき、救命入門コ

ース（90分）の AEDを用いた心肺蘇生法について学びまし

た。講義の後、小グループに分かれて実習を行いました。

AED の使い方や心臓マッサージ、人工呼吸なども実際に人

形を使って行いました。命を守るため、いざという時はた

めらわず、速やかに行動してほしいと思います。 

全校球技大会 

 7月 5日に生徒会執行部主催の全校球技大会を行いました。

様々な大きさのボールやフリスビーを使ってのドッチボール

で、各学年の 1 組対 2 組で戦いました。結果は勝ち点の多い

1組が優勝でした。みんなで楽しいひとときを過ごしました。 



第 2 回ＰＴＡ理事会 

 7 月 2 日に第２回ＰＴＡ理事会が行われました。各専門委員会

と各学年委員会より進捗状況について報告がありました。また、

環境整備作業や草刈りボランティアについての説明や今年度の

体育祭の方向について話がありました。体育祭のＰＴＡ種目につ

いては、今年度も新型ウイルス対策のために実施しないことにな

りました。よろしくお願いいたします。 

第 2 回学校運営協議会 

 7月 1日に第 2回

学校運営協議会が

行われました。5時

間目の授業を参観

していただき、協議

会では、神林中ウォークラリーの代替活

動や体育祭、1学期学校評価について話

し合われました。 

 また、地域と共に取り組みたいことと

して、防災に関することや図書室の利用

についてもご意見をいただきました。地

域と子供たち、学校がともに育つ活動を

考えていきたいと思います。 

草刈りボランティア 

 7月１０日朝 6：30よりグランドや校

地内の草刈りを行いました。休日の早朝

で、急な案内にもかかわらず１２名の方

が参加してくださいました。神林中学校

をきれいにして

いただき、本当に

ありがとうござ

いました。感謝申

し上げます。 

 

夏季休業中の 8 月

１２日～１６日は閉

庁日となります。緊急の場合は村上市教

育委員会へご連絡ください。 

ＴＥＬ ７２－６８８２ 

 

８月 

２日(月) 新発田商業体験入学 

      新発田南(普通科)体験入学 

３日(火) 北信越大会(富山)～５日 

４日(水) PTA 生活委員会打合せ 

１１日(水) 諸活動なし 

１２日(木)～１６日(月) 閉庁日 

１７日(火) 全国大会(関東ブロック)～２５日 

      未来塾学習会① １･２年補習 

１８日(水) 未来塾学習会② １･２年補習 

１９日(木) 未来塾学習会③ １･２年補習 

２０日(金) 未来塾学習会④ １･２年補習 

２４日(火) 職員会議 

２５日(水) ３年生単元別確認テスト 

２６日(木) ２学期始業式 身体測定 

２７日(金) ４５分授業 専門委員会 

      第１回 PTA 研修委員会 

３０日(月) 体育祭結団式 

９月 

 ２日(木) Ⅱ期テスト前部活停止～９日 

 ７日(火) 全校朝会 

 ９日(木) Ⅱ期テスト① 

１０日(金) Ⅱ期テスト② 

１４日(火) 生徒朝会 

２１日(火) 体育祭予行 

２５日(土) 体育祭 

２７日(月) 振替休日 

の主な予定 


