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大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ
校長

宮川佳代子

令和４年度が始まりました。今年度も新型ウイルス対策をしながら教育活動を行ってい
くこととなります。しかし、今までの経験を基にみんなで知恵を出し合い工夫して取り組
み、充実したものにしていきたいと思います。
題名の「大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ」は、私が好きな YOASOBI の「群青」と
いう曲の歌詞の一部です。この曲には、不安で怖いし困難もあるけれど、自分の信じた道
を歩いて行こうという揺れる心が描かれていて、特に好きな曲です。
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大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ
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ありのままの
かけがえの無い僕だ （
「群青」より）

令和４年度も神林中学校は「学ぶ心 思う心 挑む心」を大切にし、一人一人が「自分
らしさ」を発揮し、幸せに暮らせる学校を目指します。自分を大切にするように、他の人
も大切にし、失敗をおそれずに難しいことにも挑戦していってほしいと思います。今は自
信が無いことも、積み上げていくことでそれは力になります。怖いけど一歩踏み出してみ
ると、新しい自分に出会えることがあります。一人一人はかけがえのない存在です。お互
いの個性を尊重しながら、自分をさらに高めていってください。
神林中学校の全教職員は皆さんのために全力で応援していきます。
「大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ！」
今年度もよろしくお願いします。

令和４年度のスタート！

始業式

始業式は４月６日に行われました。神林中学校４年目
のスタートです。気持ちも新たにさらに前へ進んでいき
ます。代表生徒が新年度の抱負を発表しました。
三月に自分たちを引っ張ってきてくれた先輩達が卒業して、一ヶ月ちょっとが経ちました。新年
度を迎え、いよいよ僕達三年生が神林中学校を創り、支えていかなくてはなりません。そのために
僕は、生徒会書記長としても、また一人の神中生としても、自分のやるべきことに責任を持ってや
り遂げたいと考えています。
まず学校行事では、応援リーダーなどの役職あるなしにかかわらずリーダーシップを発揮し、後
輩達を引っ張っていきたいです。また、中学校最後の一年なので、後輩達と共に最高の思い出を作
りたいと思います。
生活面では、
「挨拶の神中」
「返事の神中」を今以上に浸透させられるよう、自分の中で今までよ
り一つ上のレベルで実践しようと思います。また、人と関わることを大切にし、学級・学年、そし
て全校生徒の関わりの輪が広がるよう働きかけていこうと思います。
最後に、今年は受験生という立場になり、大きなプレッシャーと戦いながら、この一年を過ごし
ていかなければなりません。テスト前の学習を今まで以上に集中して取り組むのはもちろん、家庭
学習を自分のための学習と認識し、日々の学習を質の高いものにしていきたいです。そして、自分
自身と向き合い、
「自分が何がしたいのか」というはっきりとした目標をもって、希望進路を決定
していこうと思います。
最後の一年、一度きりの中学校生活を、ここにいる仲間達と思い切り楽しみ、充実したものにし
ていきたいです。

３年生代表 田中晃太郎

私が新学期に頑張りたいことは、二つあります。
一つ目は、計画を立てた自主学習です。私は、一年生のⅣ期テストで過去最低の合計点を叩き出
してしまいました。自分で計画や目標を立てて実行することが苦手な私は、テスト前に立てた計画
表をその通りにすることができず、いつもワークを提出期限ぎりぎりに終わらせていました。その
ため、二回目があまりできず、十分な学習時間が取れませんでした。これからは、自分に合った計
画を立て、テスト期間に入る前からワークをコツコツやり、テスト直前で焦ることなく勉強してい
きたいです。
二つ目は、水泳です。私は、校外活動で水泳をしています。私は、中学３年の県大会でベスト 10
に入ることを目標にしています。きつい練習を乗り越え、練習がない日にも自主練をしています。
例えば、ランニングや筋トレ、ストレッチなどです。それでもすぐにタイムが上がるわけではない
ので、努力は必ず報われるという言葉を信じて、これからも毎回の練習に意欲的に取り組んでいき
たいです。
新入生が入ってきて、先輩という立場になりました。これまで先輩方がしてくれたように、優し
く、笑顔で接し、仲良くなりたいです。また、委員会や行事などで３年生のこともたくさん支え、
成長していきたいです。

２年生代表

齋藤 紅愛

よろしくお願いします！
今年度転入された教職員の皆さんからのご挨拶です。
中山 久司 教頭先生（新発田市立東小学校より）
旧朝日村出身・在住です。４月に赴任し、学区内を巡る中で、豊かな自然と温かみのある地域の皆
さんの人柄に触れ、安心と元気をいただいています。保護者の皆様、地域の皆様と共に、子どもたち
の成長を見守る一助となれるよう、頑張りたいと思います。

佐藤 隆子 先生（村上市立朝日中学校より）
一年ぶりに神林中学校に戻って来ることができ、とても喜んでいます。家庭科の授業を通して、み
なさんと一緒に生活を見直したり、ものづくりを楽しんだりできるのを楽しみにしています。よろし
くお願いいたします。

武田 昌久 先生（胎内市立乙中学校より）
皆さんに会うのを楽しみにしてきました。８年前神納中学校のときにここで働いていました。又こ
こに戻ってこられてうれしく思います。新しくパワフルになった神林中学校で一緒に学習していき
ましょう。これからよろしくお願いします。

金子 浩 先生（新発田市立第一中学校より）
村上市の旧荒川町出身です。国道７号線からもはっきりと見える存在感のある大きくてきれいな
校舎。いつか神林中に勤めてみたいなという念願が叶いました。子どもたちのために精一杯がんばっ
てまいります。どうぞよろしくお願いします。

細野 和輝 先生（胎内市立中条中学校より）
村上市での勤務は６年ぶりになります。神林中学校はきれいな水の通った、見晴らしのいい田野に
抱かれた校舎で、保護者や地域の方に見守られてすくすく育つ生徒たちの学校と聞いてきました。私
も生徒たちの成長の一助となれるよう努めますので、よろしくお願いします。

黒田 佳祐 先生（胎内市立中条中学校より）
これから始まる楽しい日々を想像して、わくわくしています。授業などの学校生活をとおして皆さ
んとたくさん関わっていきたいと思います。よろしくお願いします。

川村 由里 先生（村上市立村上東中学校より）
平林中学校のあった神林地域で再びお仕事できることをうれしいです。たくさんの生徒と関わり
楽しい毎日を過ごしたいと思っています。廊下などで声をかけてください。生徒の皆さんが充実した
学校生活を送れるようサポートしていきたいです。よろしくお願いいたします。

五十嵐 恵子 先生（新採用）
勤務上でも、プライベートでも初めて神林中学校の校門をくぐりました。田園の中に広大な敷地の
なか学校が有り、近代的な校舎が私の第一印象でした。この環境での生徒達は、伸び伸びとしている
のではないかと想像しています。市内小学校支援員から初めての中学校介助員ですが、精一杯の介助
をする事を心がけていますので、よろしくお願いします。
鈴木 早苗 調理員さん（村上市立平林中学校より）
平林小学校から参りました鈴木です。好きなものも嫌いなものもあると思いますが、おいしく残さ
ず食べて頂けるよう、又、今日の給食おいしかったと思って頂けるよう、一生懸命作るのでよろしく
お願いします。

令和 4 年度の職員です！よろしくお願いします。
職員写真

１列目左より、髙田裕久（技能員）
、大田由加（事務主任）
、山形麻美（養護教諭）
、中山久司（教
頭）、宮川佳代子（校長）
、荒木秀治（教務）、金子浩（１学年主任）Fitzgerald,Kimberly Lynn(ALT)
２列目左より、鈴木早苗（調理員）
、佐藤由起子（調理員）
、黒田佳祐（３学年副任）
、武田昌久（３
学年副任）
、佐藤義美（２年１組担任）
、高橋桜華（２年２組担任）、富樫勉（１学年主任）
、中村友
哉（１年１組担任）細野和輝（１年２組担任）
３列目左より、中山さゆり（調理員）
、小池洋子（調理員）、小田切美穂（３年１組担任）
、鈴木篤
史（３学年主任、３年２組担任）
、佐藤隆子（３学年副任）
、佐藤祐子（２学年副任、ＳＲ２担任）、
佐藤孝子（２学年部）川村由里（１学年副任）、五十嵐恵子（１学年部）
この他に、富樫洋（ＳＲ１担任、１学年副任）
、久保田寛仁（技術担当・月、水勤務）
、番場斎（美
術担当・火、金勤務）
、工藤圭二（部活動指導員）、貝沼順子（栄養士・月２回勤務）、横山真歩（ス
クールカウンセラー・水勤務）
、木村竜也（地域コーディネーター）の皆さんがいます。よろしくお
願いいたします。

入学おめでとう! 令和４年度

神林中学校

第４回

入学式

４月７日に令和４年度の入学式が行われました。
４８名の新入生が堂々と入場し、呼名では大きな声
で返事をしていて、これから始まる中学校生活への
決意を感じました。
歓迎の言葉では、副会長の遠山愛華さんが、神林
中学校の素敵なところを紹介しました。
１つ目は、学校行事が楽しいところです。体育祭や合唱コンクールをはじめ、楽しい行事がた
くさんあります。中でも体育祭は、各学年を赤軍青軍に分け、白熱した戦いを繰り広げる感動的
な行事です。
（中略）そして、本番、両軍全ての力を出し切って戦った後は、結果に関係なく仲間
や相手を讃え合い、大きな達成感や喜びをみんなで一緒に感じることができます。新入生の皆さ
ん、こうした学校行事を通して、私たちと一緒に素敵な思い出を作っていきましょう。
２つ目は、先生方が優しいところです。神林中学校の先生方は、私たち生徒に寄り添って話を
聴いてくれます。また。廊下で会ったときなども、気さくに話しかけてくれます。私は何度も先
生に助けてもらいました。
（中略）新入生の皆さんも、これから辛いことがあったり、どうしたら
いいかわからなくなったりしたときには、安心して先生を頼ってください。必ず皆さんのことを
助けてくれます。
３つ目は、学校が笑顔と活気に満ちているところです。神林中学校は、まだ開校して４年目の
学校ですが、これまで先輩たちが下級生に安心と喜びを与えてくれて、それを受け継いで三年間
学校を創ってきました。私が見てきた先輩たちは、自分たちの学級・学年の仲間を大切にし、学
校行事だけでなく、普段の生活でも私たちを全力で楽しませてくれました。私たちも、そんな先
輩たちのように楽しい学校づくりを目指し、一生懸命盛り上げていくことを約束します。

また、誓いの言葉では、新入生代表の東海林瑛太さんが、頑張りたいことを述べました。
１つ目は、部活動です。僕は小学２年生から地域のスポーツ少年団に入り、野球をしています。
だから、野球部に入って１年生から試合に出られるように頑張りたいです。たくさん練習をして
努力したいです。
２つ目は、勉強です。小学校と違い、教科ごとに先生が変わります。そして、算数は数学に名
前が変わり、内容も難しくなるので、自学をしていきたいです。テストも期間が決められている
ため、計画的に家庭学習を進めていきたいです。

僕たち新入生は、神林中学校
の生徒としての自覚をもち、夢
に向かって成長していくことを
誓います。 令和 4 年 4 月 7 日

素敵なところのたくさんあるこの神林中学校で、自分の力をどんどん伸ばしていってく
ださい。そして、一緒に学校生活を楽しみ、発展させていきましょう！

４月１３日に生徒会入会式が

生徒会入会式

行われました。生徒会執行部から
は、生徒会役員の紹介、生徒会の
組織や規約、神林中学校の１日の生活についての説明があ
り、各専門委員長からは、委員会の紹介がありました。そ
して、部活動の紹介では、作品を紹介したり、練習の様子
を実演したり、演奏を行ってくれたりしました。神林中学
校では、地域融合型部活動に取り組んでいるので、その紹
介もありました。生徒会の一員として、積極的に生徒会活
動に参加していきましょう。

第１回 ＰＴＡ評議員会

今年度の第 1 回のＰＴＡ評議員会を４月１４日に行
いました。昨年度は全体で集まることができませんで
したが、今年度は、感染症対策を行いながら、体育館で全体
会を行うことができました。各学年委員会や各専門委員会
で今年度の事業計画を立てました。ウイルス禍でも感染症
対策をしながら実行できるよう知恵を出し合い話し合いま
した。４月２３日のＰＴＡ総会で承認される予定です。今年
度ＰＴＡ役員を引き受けてくださった皆様ありがとうござ
います。よろしくお願いします。

５月の主な予定

第１回 学校運営協議会
４月２１日に第１回学校運営協議会を開
催しました。
令和４年度の学校運営方針や教育活動、
学校運営協議会の予定、ウォークラリーの
実施等について協
議し、意見交換を行
いました。今年度も
学校の応援隊とし
てご理解とご協力
をよろしくお願い
いたします。
お知らせ
神林中学校ＨＰのブログで随時、
学校の様子をアップしています。
ぜひ、ご覧ください。

２日（月）ウォークラリー事前学習
７日（土）ウォークラリー
９日（月）代休日
１０日（火）全校朝会 尿検査
１１日（水）眼科検診
１６日（月）基礎学力テスト(国)
１８日（水）基礎学力テスト(社)
１９日（木）基礎学力テスト(数)
２０日（金）基礎学力テスト(理)
２３日（月）職員会議 教育実習～6／10
２４日（火）基礎学力テスト(英)
粟島浦中との交流事業①
２５日（水）粟島浦中との交流事業②
２６日（木）テスト前部活休止（～６／２）
学習タイム（～5／31）
２７日（金）生徒総会
３１日（火）耳鼻科検診

