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「ありがとう」という言葉

校長

宮川佳代子

皆さんは 1 日何回「ありがとう」と言っていますか？
「ありがとう」は幸せを呼び込む言葉だと言われます。また、自分の口から発せられた
言葉は、自分にそのまま返ってくるとも言われます。それが本当だとしたら、
「ありがとう」
とたくさん言っている人には、
「ありがとう」がたくさん返ってくるのですから、確かに気
持ちはうれしいし、幸せになりますね。
では、皆さんは、どんな時に「ありがとう」と言いますか？
プレゼントをもらった時、困っているときに助けてもらった時、悲しいときになぐさめ
てもらった時等、きっと相手に対して、感謝の気持ちがある時に言っていると思います。
だから、たくさん「ありがとう」が言える人は「感謝」の思いを感じることが多い人な
のでしょう。また、たくさん「ありがとう」と言われる人は、誰かのためにたくさん動い
ている人だと思います。
人は 1 人では生きていけないので、どこかで誰かに支えてもらったり、支えてあげたり
しています。
実は、神林中学校もたくさんの人達に支えられています。
校舎のどこかが壊れたり不都合が起きたりすれば、技能員さんがすぐに修理してくれま
す。また、校地内の草刈りや雪かきも私たちの安全のためにしてくれます。介助員の先生
は、学校内を花や素敵な掲示物で飾って華やかにしてくれます。
生徒玄関前の階段のタイルがきれいに修繕されていたことに気付いた人はいますか？こ
れは、
「神林商工会工業部会」の方が奉仕活動としてやってくださったものです。工業部会
の方には、壊れていたバスケットゴールも修理していただきました。
また、いつも美味しい給食で幸せをいただいていますが、時々メニューにある「阿賀北
ポーク」は神林中学校に無償で提供されています。これは、河内に養豚場をもつ胎内市の
「阿賀北ファーム」様が子どもたちに地元で育った肉を食べて力をつけてほしいという思
いで、６月から月 1 回無償で提供してくださっているものです。
他にも、先日の草刈りボランティアでは、お父さん方が大勢駆けつけてくれてきれいに
してくださいましたし、校舎脇の紫陽花の花壇をきれいにしてくださっている地域の方も
いらっしゃいます。もちろん、雨の日に送り迎えしてくださる家族の方もそうです。
全て、皆さんのために動いてくださっています。
心を込めて「ありがとう」と伝えたいですね。「ありがとう」が溢れる
神林中学校にしていきたいです。
今日で 1 学期が終了します。保護者の皆様、ご家庭の皆様、そして地域の皆様、ご理
解とご協力を本当にありがとうございました。２学期もよろしくお願いいたします。

今年度の体育祭の軍団を
決める結成式が７月１２日
に行われました。
各学級代表と応援団長がそれぞれジャンケンをしてく
じを引きました。結果は、赤軍は１年２組、２年１組、
３年２組、青軍は１年１組、２年２組、３年１組でした。
各学級代表からあ
いさつがあり、最後
に各応援団長からみ
んなに向けてメッセ
ージが送られまし

体育祭

結成式

た。みんなで最高の
体育祭を創っていき
ましょう！

2 年生

防災教育

神林中学校では全校で防災教育を行っています。３年間
を通じて防災に関する知識を得て、これから生きていく中
で、自分や周りの人の命を守ることに役立てたいと考えています。毎回、村上市役所総務
課危機管理室の方や神林支所、防災士の方に来ていただき学習していきます。
２年生は「逃げ地図づくり」です。１回目は、地震の時に起こる津波について学びまし
た。次の時間は、実際に現地へ行って学習します。

１年生

地域貢献活動

７月１４日に地域貢献活動として、学区である塩
谷海岸清掃を行いました。これは、SDGｓの「海の豊

かさを守ろう」という環境問題の学習でもあります。
とても暑い日でしたが、みんな一生懸命にごみを拾っていました。地域の美しい海岸を
守ることはとても大切なことです。区長さんはじめ、区の役員の皆さんも一緒に活動して
くださいました。いろいろな種類のごみがあり、海の環境について考える良い活動でした。

1 学期を振り返って

各学年の代表が終業式に発表しました。

１学期を振り返って

1 年２組

森田 悠成

僕は１学期印象に残っている行事が２つあります。
１つ目は、ウォークラリーです。神納地区１６ｋｍというとても長い道のりを歩きました。とて
も暑くて歩くのがイヤになったけど、友だちと励まし合いながら学校に向かい、チームでゴールを
できてとてもうれしかったです。
２つ目は、１年生だけでの海岸清掃です。僕たち１年生は塩谷の海に行ってきました。僕は今ま
で塩谷の海に行ったことがありませんでした。プラスチックゴミや色々なゴミをとってこの海岸を
きれいにしようと精一杯頑張りました。そして、周りを見てみるとゴミがなくなっていてきれいな
海岸になっていました。今後も地球環境のためにゴミ拾い等をしてみたいです。
１学期にあった行事を糧に、２学期もみんなで成長していきたいです。

１学期頑張ったこと

２年１組 押切 心優

私が１学期頑張ったことは２つあります。
１つ目は学習です。私は１年生のⅣ期テストで過去最低の点数を取ってしまいました。もっと勉
強しておけば良かったと、とても後悔しました。だから、２年生のⅠ期テストはテスト勉強を今ま
で以上に頑張りました。特に前回一番点数が低かった数学を頑張りました。すると、点数が大幅に
アップして、合計点数は過去最高の点数をとることができました。特に数学が自分でもびっくりす
る点数が取れてとても嬉しかったです。
２つ目は学級委員や係の仕事をしっかりできたことです。私は前期の学級委員を務めることにな
りました。学級委員になるのは初めての経験だったので、分からないことが多かったのですが、し
っかり自分の仕事に責任をもってできたと思います。
２学期、私は体育祭ではパネル係、合唱コンクールでは実行委員を務めることになりました。ど
んな仕事でも任された仕事に責任をもって取り組み、みんなで協力して楽しめるようにしていきた
いです。

１学期を振り返って

３年１組 岸 楠凜愛

学年が変わって１学期が終わりました。そこで私は頑張ったことが２つあります。
１つ目は部活です。顧問の先生が変わり、戸惑うことがたくさんありました。しかし、新体制にも
慣れていき、先生の指導のもと技術が向上していき、郡市練習会では練習の成果を発揮することが
できました。しかし、下越大会では思うようなプレーができず、目標の県大会出場はできませんで
した。悔しいこともあったけど、それでもこの数か月間、実りある時間を過ごすことができました。
２つ目は生徒総会や激励会です。私は人前に立って喋ることが苦手です。しかし部長という立場
だったので、全校の前で発表しないといけませんでした。たくさんの人がいて緊張する中、聞こえ
やすいようにはきはきと話すことを心がけました。
部活を引退したので、気持ちを切り替え受験生という自覚をもち、２学期からは勉強に力を入れ
て頑張っていきたいです。

お世話になりました！
黒田先生は、８月から石井先生が育児休業を終えられて復帰するため、キム先生は ALT
の契約が７月で終了のため、1 学期で離任されることとなりました。お二人には大変お世話
になりました。お二人から皆さんへのメッセージをいただきました。
〈黒田 佳祐 先生より〉
４か月間という短い期間で任期を終えることとなりました。短い期間ではありました
が、保健体育の授業やバレーボール部での活動などを通して、内容の濃い時間を過ごさ
せていただきました。毎日楽しく働くことができました。
生徒の皆さんの成長する姿を最後まで傍で見られないことはとても残念ではありま
すが、皆さんなら素敵な大人になってくれると信じています。これからも応援していま
す。
ありがとうございました。
〈Fitzgerald, Kimberly 先生より〉
アメリカには、こんな言葉があります。
“人生とは、人と出会い、その人を理解しようとすることだ。そうすることで、結局は自分
自身と世界についてより多くを学ぶことになるのです。”
初めて日本に来たとき、私はあなたの国、あなたの言葉、そしてあなた方についてほとん
ど知りませんでした。
少しずつですが、いろいろな会話をすることができ、お互いのことを知ることができまし
た。最初は、小さなことを覚えました。 “What is your name?” “What sport do you like?” “How
do I use these chopsticks?”
しかし、最終的には、より深く学び、より深く理解することができるようになりました。
日本人は親切で、自分が熱中していることについて興奮気味に話してくれることを知りまし
た。村上市は歴史と文化にあふれた美しい町であり、とてもおいしい鮭があることを知りま
した。そして、神林中学校の生徒たちは勤勉で、友好的で、信じられないほど面白いという
ことも知りました。
私を会話に参加させ、多くのことを学ばせてくれた皆さん、ありがとうございました。皆
さんのおかげで、私は良い思い出でいっぱいの日本を去ることができます。
たとえそれが “How's the weather?”

であったとしても、皆さんが私から少しでも何かを

学んでいただければ幸いです。皆さんには、私が知っているように、これからも勤勉で、友
好的で、親切な人たちでいてほしいと思います。心を開いて、どんな人からも、どんな経験
からも、学ぶべきことがあるということを忘れなければ、きっと素晴らしい人生を送ること
ができると思います。
Thank you, goodbye, and good luck!
Kimberly Fitzgerald

３年生

ＰＴＡ行事

７月３日にＰＴＡ３学年委員会主催の学年行事が
ありました。親子で行う「プチオリンピック大会」
です。「ぐるぐるバットシューティング」「イントロクイズ」「段ボール積みリレー」「常識
ゲーム」
「イス取りゲーム」等、９種目を各チーム対抗で競いました。優勝は、
「ＴＫ王国」
チームでした。３学年は、この２年間、新型ウイルス対応のためにＰＴＡ行事をすること
ができませんでした。初めての親子でのレクリエーションでしたが、大変盛り上がり、楽
しい行事となりました。ＰＴＡ役員の皆さん、参加してくださった保護者の皆さん、あり
がとうございました。良い思い出になりましたね。

７月１３日に下越教育事務所の指導
主事様をお招きして、校内研修を行いま
した。２年生の数学の「連立方程式」の
授業を公開しました。学習課題は「どうやったら連立３元１次方程式を解くことができる
だろうか。」でした。個人で考えた後、グループになって解き方を考えました。授業後の協

下越プロジェクト支援訪問研修会

議会では、先生方もファシリテーション形式で意見交換をしました。ご指導の中で、先生
方も生徒も熱心に取り組んでいるとうれしいお言葉をいただきました。

村上市授業づくりに係る計画訪問

６月２９日に、村上市教育委員会の
指導主事様をお招きして授業について
研修を行いました。今年度は、理科、国語、数学、保健体育の授業を観ていただきました。
村上市では、
「主体的・対話的で深い学び」を目指し、市内の全ての学校で「村上市の授
業づくり」を土台とした授業改善
を進めています。授業の流れ、学習
課題、対話的な活動、まとめと振り
返り等、生徒の学力向上のために、
先生方も日々勉強しています。

６月３０日に第１回理事会が行われました。

第1回

ＰＴＡ理事会

各専門委員会や学年
ＰＴＡの活動につい
ての進捗状況が報告されました。また、今年度行われる環境整
備作業や草刈りボランティアについての説明がありました。
体育祭については、感染症の状況や熱中症対策等の面から、今
年度もＰＴＡ種目は中止とさせていただきました。ご了承い
ただき、ご理解とご協力をお願いいたします。

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。最初に５時間目の授業を参観していた

だきました。協議会では、草刈りボランティア
や環境整備作業、体育祭、学校評価、防災教育等について意見交
換されました。貴重なご意見をたくさんいただき、今後の学校運
営に活かしていきたいと思います。
「学校の応援隊」である委員の
皆様にはいつも神林中を大切に想ってくださり感謝しておりま
す。これからもよろしくお願いいたします。

草刈りボランティア

の主な予定
７月９日に１回目のＰＴＡ主催の草刈り
ボランティアが行われました。休日の朝早
い時間にもかかわらず、大勢の方に集まっ
ていただきました。校舎脇や体育館裏、グラ
ウンドなどの草を持参した草刈り機で丁寧
に刈っていただき、予定した時間よりも早
く終了することができました。
広い敷地
内がすっか
りきれいに
なりました。
ご協力いた
だき本当に
ありがとう
ございまし
た。皆さんに
支えられて
いる神林中
学校です。

１日(月) 安全点検日
５日(金) 広島平和記念式典派遣事業
(～７日)
９日(火) 諸活動なし
１０日(水) 諸活動なし
１１日(木) 祝

山の日

１２日(金) 閉庁日（～１６日）
１８日(木) 「わたしの主張」村岩大会
１９日(金) 新発田高等学校オープンスクール
２３日(火) 職員会議 職員研修
２４日(水) ３年生実力テスト
２６日(金) ２学期始業式 身体測定
部活なし
３０日(火) ４５分授業 専門委員会
３１日(水) 体育祭特設学活
ＰＴＡ生活委員会打ち合わせ会
（18：30～）

