
 

 

 

 

 

かんじんなことは目に見えないんだよ 

校長 宮川佳代子 

 1学期に図書委員会に協力してもらって「私が出会った素敵な言葉」を募集しました。 

本をたくさん読んでもらいたいという思いと、本の中にある素敵な言葉をみんなに紹介

してもらいたいという思いで企画しました。図書委員長が喜んで賛成してくれて、委員会

活動として取り組んでくれたのです。そして、１７人が応募してくれました。 

「かんじんなことは目に見えないんだよ」は、その中の１つです。有名な「星の王子さ

ま」の一節で、この言葉の前には「心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。」

という言葉があります。目に映るものや外見で判断してはいけないなと反省させられる言

葉で、私もはっとさせられました。この言葉を素敵だと思った人も、とても素敵だと思い

ました。その他にもたくさんの素敵な言葉が集まったので紹介します。 

２学期もみなさんが素敵な本と言葉にたくさん出会いますように。 

      学校だより  ５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８月 31日 

・今日の一歩が、明日の笑顔を作るからー。明日の笑顔が幸せな未来へ導いてくれるからー。 

                  「ディズニー おもてなしの神様が教えてくれたこと」 

・やらずに後悔していることを 今日から始める。          「夢をかなえるゾウ」 

・疲れている時と、かなしい時と、お腹がすいている時は、重大なことを考えちゃだめ。 

                            「また君と出会う未来のために」 

・ありがとう、ピグレット･･･いま、きみがどこにいるとしても。     「くまのプーさん」 

・何が予想通りだ。予想通りいかないのが人生なんだ。By 野原ひろし 「クレヨンしんちゃん」 

・偶然でもない、流されてもいない。私たちはみんな、自分を選んでここに来たの。 

                                「君の膵臓を食べたい」 

・ポーカーフェイスを忘れるな。                    「まじっく快斗」 

・汝の怒りの上に日を沈ませてはならない。               「青空のむこう」 

・その弱さに気づかせてくれる存在がいること自体が奇跡なんじゃない？ 

                          「僕らの奇跡が、君の心に届くまで」 

・好きにやるのが一番だ！by ルフィ             「ワンピース フィルム Z」 

・生命はすべて その中に欠如を抱き それを他者から満たしてもらうのだ。   「生命は」 

・あきらめず最後までやりとげる！                    「ハイキュー」 

・あきらめたら そこで試合終了。                   「スラムダンク」 

・ちゃんと自分の人生を自分のために生きてよ。         「僕の永遠を全部あげる」 

・トニー！お前が無事でよかった。                「５分後に意外な結末」 

・私たちはすべての人と対等にあつかわれなければなりません。それは意思を伝え合うとこに 

よって可能になります。                       「ルイ=ブライユ」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２学期にがんばりたいこと       １年２組 齋藤 まりも 

 私が２学期がんばりたいことは、２つあります。 

１つ目は、毎日しっかり自学をすることです。１学期は、自学を全然していなかったため、

学習内容が定着せず、テストのときや授業で質問されたときなどに答えを出すことに苦戦して

しまいました。だから、２学期は自学を少しでもいいから毎日やるということを心がけ、学習

内容がきちんと理解できるようにしていきたいです。 

２つ目は、課題の提出期限を守ることです。１学期は、期限のギリギリになってから慌てて

取りかかり提出することが多く、中には提出期限に間に合わないものもありました。原因とし

て、そもそも課題の存在を忘れていたというのがあると思います。だから２学期は、提出期限

までに余裕で終われるように課題のページに付箋を貼っておくなど、計画を立てていきます。

これからは、期限に間に合わないということがないようにしていきたいです。 

夏休みの反省と２学期に頑張りたいこと     ２年２組 佐藤 颯舞 

 僕が夏休みに頑張ったことは２つあります。 

 １つ目は自主学習です。１学期に理解できなかったところを理解できるように、ワークをも

う一度やってみました。分からないところもあったので、教科書を見ながら進めていきました。

１学期はテストに向けて計画的にワークを進めることができず、そのままやらずにテストに臨

んだり、提出に間に合わなかったりしたので、２学期はしっかり取り組みたいと思います。 

 ２つ目はピアノの練習です。僕は趣味でピアノを習っていますが、12月にある発表会で演奏

する曲を、夏休みに入ってから本格的に練習し始めました。楽しくて始めたピアノですが、練

習が進むにつれて曲がどんどん難しくなってきました。たくさん練習して、演奏の幅を広げて

いきたいです。 

 ２学期は僕が最も楽しみにしている合唱コンクールがあります。僕は昨年に続いて指揮を任

されたので、みんなの音をしっかり聴き、よい合唱になるよう頑張りたいと思います。 

12月には生徒会役員選挙もあり、いよいよ３年生から様々なバトンを受け継ぐことになりま

す。体育祭、合唱コンクールを通して３年生の姿を見てしっかり学び、学校を引っ張る力をつ

けたいです。 

２学期がんばること      ３年２組  髙橋 琴音 

 私が２学期にがんばりたいことは、２つあります。 

１つ目は、勉強です。私は、苦手なところをそのままにしてしまいがちなので、分からない

ところは先生や友達に聞いて分かるようにしたいです。また、家庭学習では毎日決まった時間

に机に向かう習慣をつけ、平日は最低２時間、休日は４時間勉強できるようにしたいです。 

２つ目は、体育祭です。応援リーダーとして、団長・副団長をサポートするだけでなく、ダ

ンス練習や話し合いの場でも自分から積極的に発言したいです。そして、リーダーとして軍全

体を引っ張っていきたいです。中学校生活最後の体育祭なので、良い思い出になるようにがん

ばりたいです。 

２学期は、合唱コンクール等も含めていろいろな行事があります。何事にも全力で取り組み、

悔いが残らないようにしたいです。 

８／２６ ２学期始業式 学年代表の「２学期の抱負」 



【成果と課題】 

※グラフは、昨年１学期末との比較です。    

「学ぶ心」･･･ 知 育  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○考え表現する授業･･･神林中では、「自分の考えを持ち、自分を表現す 

る力」の育成を目指して、授業改善に取り組んでいます。特に今年度 

から ICTの活用や授業の振り返りなどを重点に授業改善に取り組みは 

じめています、アンケート結果からは、「学習内容が分かる」「意欲的 

に取り組んでいる」と答える生徒の割合が昨年度よりも若干減少して 

おり、今後、授業をより充実させていく必要があります。また、授業 

規律の定着が図られ、落ち着いた雰囲気の中で授業が進んでいることも分かります。感染症対策で授業の進め

方に制限もありますが、引き続き、身に付けさせたい力の育成を目指して全校体制で取り組んでいきます。 

 ○家庭学習習慣･･･昨年度に比べ減少が見られます。家庭学習の意義をもう一度確認し、学習課題の工夫ととも 

に、毎日のプランニングの徹底やメディア利用に関する課題と合わせて、取組を充実させる必要があります。 

 

「思う心」･･･ 徳 育  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：そう思う Ｂ：どちらかというとそう思う  

Ｃ：どちらかというとそう思わない Ｄ：そう思わない 

４/２４ オープンスクール 

5/22 緑化募金活動風景 



【成果と課題】 

【成果と課題】 

【成果と課題】 

６/７ 下越地区大会激励会 

○人間関係づくり･･･「いじめに対する意識」や「命や人権を大切にする」について、ほぼ 100％の生徒が肯定的な

回答をしています。しかし、人間関係で悩んだり、トラブルがあったりする生徒もいます。「相談できる人がいる」

の項目について、4％の生徒が否定的な回答をしており、信頼関係の構築や困ったときの対応方法などを周知する

とともに、いじめに関する授業や特別の教科･道徳の授業、人間関係づくりや 

コミュニケーションスキルを高める学習など、今後も人間関係がより良好にな 

るように取組を継続していく必要があります。また、各種行事や活動を通して 

「認められる経験」を積むことから、自己肯定感の醸成を図り、自分に自信を 

持って取り組める生徒を育成していきます。 

「挑む心」･･･ 体 育  

 

 

 

 

 

 

 

 

○たくましく強い心の育成･･･新型コロナウイルス感染症対策のために昨年度中 

止となった中体連の大会が今年度は開催され、アンケート結果からも「部活動 

等に積極的に取り組もう」とする生徒が多くなっています。一方、望ましい生 

活習慣が身についていない生徒も多い様子がうかがえます。特にメディアや 

SNS の利用について課題が多いようです。生徒がメディア等の利用について、

じっくり考える機会をつくるとともに保護者の皆様と連携した取組が必要です。また、土曜日の運動部活動など

が、地域融合型で進んでいます。将来を見据えてより生徒のために充実した活動になるようにしていきます。 

保護者・地域との連携 

  
 

○情報発信･･･生徒の日常や活躍の様子が分かるように、ＨＰのブログ更新や学校だより、学年・学級だより等で発

信して参りました。また、「神中安心メール」も全家庭から登録いただき、昨年度にもまして好評を得ています。

新型コロナウイルス感染症対策のために、各種行事や授業参観、懇談会、ＰＴＡ活動などにまだまだ制限があり

ますが、感染対策の工夫をしながら、今後も地域や保護者の皆様との連携を大切にしていきます。 

 

７/10 ＰＴＡ草刈りボランティア 

 下越地区バレーボール大会 

【学校評価でいただいた質問やご意見について】 

〇スポーツ少年団の活動について・・・校外の活動も把握したいと考えています。中体連で行っている種目について 

は、水泳やソフトテニスなどのように学校が認めて出場してもらっています。他にもあれば検討していきます。 

〇制服と体操着について・・・「登校・朝学活や全校朝会・テスト・式典は制服」「体育や清掃時は体操着」が原則で 

す。他の場面で制服でいることは全く問題ありません。各自で場面に応じて判断することが大切と考えています。 

〇家庭学習や放課後学習について・・・土日の宿題については、各教科の状況を確認してまいります。放課後学習に 

ついては、３年生が市の「未来塾」の活動として受験に向けた放課後学習会を２学期に行います。 

 



令和３年度 わたしの主張「村上・岩船地区大会」優秀賞！ 

 ８月１９日(木)に村上市教育情報センター 視聴覚ホール

で令和３年度新潟県少年の主張大会―わたしの主張―『村上・

岩船地区大会』が行われました。神林中学校からは、３年生の

佐藤愛結奈さんが、学校の代表として発表しました。題は「声

なきメッセージ」で、ウイルス禍の中の気持ちと兄弟に対する

気持ちを重ねながら、「見方や考え方を変えただけで何かが変わるほど、現実は甘くない。

でも、自分の心の中を分析し、それに対応できるように見方や考え方を変えてみることで、

現実に立ち向かう勇気が湧くと思う。」と主張しました。素晴らしい発表でした。最優秀賞

は逃したものの、見事、優秀賞をいただきました。おめでとうございました！ 

吹奏楽部 サマーコンサート 

 ８月２１日(土)にパルパーク神林で吹奏楽部によるサマー

コンサートが開催されました。 

人気グループの BTSの曲「Dynamite」から始まり、「ふるさ

と」「アトランティス」、下越吹奏楽コンクールの演奏曲の「百

年祭」など９曲、そして、アンコールを入れて１０曲を演奏

し、聴いている人達を楽しませてくれました。最後は１，２年

生から３年生へ、３年生から１，２年生と先生方へ感謝の思い

を伝え、とても温かな気持ちになるコンサートでした。 

新潟県中学校水泳大会 

 ７月２４日(土)、２５日(日)に長岡市のダイエープロビスフェニックスプールで水泳の

県大会が行われました。神林中学校からは２名出場しました。 

結果 小田愛華 100ｍ自由形 1分 10秒 25  50ｍ自由形 31秒 88 予選敗退 

   齋藤紅愛 100ｍ背泳ぎ 1分 18秒 14  200ｍ背泳ぎ 2分 45秒 14 予選敗退 

 それぞれが下越大会よりもタイムを上げるなど県大会の大舞台で精一杯の泳ぎを見せて

くれました。健闘を讃えます！ 

未来塾学習会 

 夏季休業中の 8月１７日(火)～２０日(金)まで、３年生は未

来塾学習会がありました。未来塾の先生が来て数学と英語の学

習をしました。３年生はとても真

剣に学習に取り組んでいました。

また、同じ期間中は、１，２年生

も補習学習会が行われ、１学期の

復習を中心に学習しました。 

 ３年生は夏休み最後の日８月２５日に単元別確認テスト

が行われ、夏休み中の学習の成果を発揮しました。 



活躍しています！ おめでとう！ 

令和３年度 第 1回 日本漢字能力検定 合格者 

 準２級 石田優姫 八藤後ひなた 近優月 野澤来維  

 ３級  三科りん 鈴木しんか 遠山陽菜 

 ４級  美野倖恵 板垣友己俊 鈴木視千 磯部功成 坂川碧 遠山修平 本間多笑 

     石田葵衣子 佐藤元気 中山陸 

 ５級  板垣果那 佐藤結菜 津島虎之介 本間想与 

 

令和３年度 第１回 実用英語技能検定 合格者 

準２級 岡﨑楽々  

３級  石田優姫 木村圭佑 

     野澤来維 本間優空 

４級  板垣友己俊 佐藤元気 

     遠山修平 本間多笑 

     本間月渚 八藤後尚澄  

板垣利周 横山心太 

 

令和３年度新潟県中学生ソフトテニス 

シングルス学年別大会 女子１年の部  

第３位 岸和花 

 

郡市ソフトテニス１年生研修会 

女子の部 ２位 岸・佐藤(関川中)組 

男子の部 ２位 近・片野 組 

 

草刈りボランティア 

 第２回目の PTA による草刈りボランテ

ィアが８月７日(土)に行われました。７

名の方が参加してく

ださいました。体育館

脇の敷地等の草をき

れいに刈り取ってい

ただきました。 

 お休みのところ、朝早くから神林中学

校をきれいにしてくださり、本当にあり

がとうございました。 

感謝申し上げます。 

 

 
 

2 日(木) テスト前部活動休止（～９日まで） 

    学習タイム（16：00～16：30） 

3 日(金) 学習タイム（16：00～16：30） 

6 日(月) 学習タイム（16：00～16：30） 

7 日(火) 全校朝会 フッ素洗口 

     学習タイム(16：00～16：30) 

8 日(水) 新発田南高等学校工業科体験入学 

     学習タイム(16：00～16：30) 

9 日(木) Ⅱ期定期テスト 1 日目 

10 日(金) Ⅱ期定期テスト 2 日目 

     6 限全校レク（学級委員会企画） 

11 日(土) PTA 環境整備作業 

14 日(火) 生徒朝会 

15 日(水) 学校運営協議会 

16 日(木) フッ素洗口 

20 日(月) (祝)敬老の日 

21 日(火) 体育祭予行 

22 日(水) フッ素洗口 

23 日(木) (祝)秋分の日 

25 日(土) 体育祭 

27 日(月) 振替休日（25 日の分） 

29 日(水) 3 年総合確認テスト 

30 日(木) 部活なし フッ素洗口 

     職員会議 

 

の主な予定 


