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神林中学校(66-5313)令和４年８月 26 日

8 月豪雨災害により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

防災教育
校長

宮川佳代子

８月２０日に、茨城県の五霞町立五霞中学校のＰＴＡ会長さんと校長先生、教頭先生が、
神林中学校に来られました。
五霞町は、関東平野のほぼ中央で、茨城県の西南端に位置し、
四方を利根川、江戸川、中川等の河川に囲まれた水と緑豊かな
町です。しかし、豪雨等で川が氾濫すると大きな被害が想定さ
れる所でもあります。五霞中学校は、町で唯一の中学校であり、
災害が起きたときには、避難所になる学校です。令和２年度か
ら、防災教育に力を入れていて、「地域と学校が連携した防災
教育モデル事業」として「マイ・タイムライン」を小中連携で取り組んでいます。
今回の豪雨災害を知り、実際に避難所となった神林中学校の防災教育の取組や地域との
連携について、また、実際に災害が起こった時の対応等について話を聞き、学校やＰＴＡ
としてどんなことができるのか考えたいということで来校されました。お互いの学校の取
組や今回の状況についてお話しながら、私たちもとても勉強になりました。
神林中学校は、昨年度より地域と連携した防災教育を進めています。ねらいは、
「中学校
３年間で計画的・系統的な防災教育を実施することにより、防災に対する意識を高め、将
来にわたって（いつでも・どこでも）活きる基礎的な知識や状況に応じて必要な行動が取
れる生徒を育成する。」ことです。
村上市総務課危機管理室の方をはじめ、神林地域の防災士の方や神林支所の方のご協力
で、１年生は「マイ・タイムライン」、２年生は「逃げ地図づくり」、３年生は「避難所運営
ゲーム」を行います。今年度は、７月１４日と２０日に２年生が「逃げ地図づくり」で、
津波避難に関する学習を行いました。９月には１年生と３年生が水害や避難所について学
習する予定です。地域との連携も、新型コロナウイルス感染症の状況や対策を考えながら
進めていきたいと思っています。
災害はいつ起こるかわかりません。その時に一番大切なのは「命」を守ることです。先
日の災害では、命を落とす方はいませんでした。これは地域の方の防災についての意識が
高かったことと隣近所の連携協力が素晴らしかったからだと思います。
正しい知識を持ち、必要に応じて行動できる生徒を目指し、今後も防災教育を進めてい
きたいと思います。

2 学期の抱負

各学年の代表が始業式で今学期の抱負を発表しました。

「２学期に頑張りたいこと」

１年１組 平山 心結

私が２学期に頑張りたいことは、２つあります。
１つ目は、体育祭です。中学生になって初めての体育祭になります。なので、みんなで協力し、絆を深められ
るような体育祭にしたいです。また、私はあまり運動が得意ではないですが、自分でも「頑張ったな。」と思
うような体育祭にしたいです。
２つ目は、合唱コンクールです。私は、クラス合唱の指揮者になりました。初めて指揮をするので、伴奏や
リズムに合わせることができるかと少し不安の面もありますが、そうならないようにしっかり練習し、最優
秀賞がとれるように頑張りたいです。また、たとえ最優秀賞がとれなくても自分たちのやったことの成果と
して良い思い出にしていきたいです。
このような頑張りたいことを一生懸命に成し遂げていきたいです。
２学期は、１学期と違って通う日数が多いので、たくさんの思い出を作っていきたいです。

「２学期頑張りたいこと」

２年２組

髙木 温心

僕が２学期に頑張りたいことは三つあります。１つ目は、勉強です。Ⅰ期テストでは、ワークを１回するだ
けで手一杯になってしまい、思ったような点数を取ることができませんでした。そのため、２学期からは早め
に準備を始め、余裕をもって勉強したいと思います。もうすぐ行われるⅡ期テストに向けて、夏休みから３教
科を中心に勉強を行ってきました。結果が残せるよう最後まで諦めずに取り組みたいと思います。
２つめは、部活です。野球は、秋になると大会が増えます。よい結果をたくさん残せるよう、本番を意識し
、緊張感をもちながら練習に励みたいです。また、熱中症や怪我などをしないように体調管理を心がけていき
たいです。今後は、２年生が主体となり部を引っ張っていくので、その自覚をもって活動していきます。
３つめは、体育祭の応援リーダーです。僕はクラスの代表として応援リーダーになりました。少し大変だと
感じるとこともありますが、クラスや軍団が一丸となって体育祭を楽しめるように、最善を尽くしていきた
いと思います。また、３年生の動きをよく見て、たくさんサポートをしていきたいです。
これら３つのことをしっかりとやり、充実した２学期にしたいと思います。

「２学期の抱負 」

３年２組

野澤 大悟

中学校生活最後の夏休みが終わり、２学期が始まりました。２学期には大きな行事があります。そんな中、
僕には頑張りたいことが３つあります。
１つ目は体育祭です。今年、僕は初めて応援リーダーになりました。夏休み中から計画を練って練習を重ね
かっこいい応援に仕上がったと思います。これから軍のみんなと練習して、絶対に応援賞を獲りたいと思いま
す。また、今年は赤軍副団長としての責任もあるので、体育祭を大いに盛り上げたいです。
２つ目は合唱コンクールです。僕たちのクラスが今年選んだ曲は、四部合唱のとても難しい曲です。男子も
２つのパートに分かれてしまうので、一人一人に今まで以上の声量が求められます。体育祭が終わったら、ク
ラスみんなで猛練習し、感動的な合唱にしたいです。
最後に、テストです。２学期に入り、受検が近づいてきました。定期テストをはじめ、実力テストなど、一
層力を入れて勉強していきたいと思います。

お世話になります！

始業式に、新しい ALT の先生の着任式と
育休を終えて復帰される先生のご挨拶をい
ただきました。

〈石井 智香 先生より〉
育休をいただいていましたが、８月より復帰することになりまし
た。家庭ではやんちゃな息子２人のことで奮闘する日々でしたが、
約２年ぶりにこの居心地の良い環境に戻り、懐かしさを感じるとと
もに、再び神林中学校で働くことができることを嬉しく思っていま
す。子どもたちのために精一杯努めますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

〈Alexandra Amanda Hemp 先生より〉
It‘s nice to meet you. I am the new ALT. My name is Alexandra Amanda Hemp. It`s a
bit long, so please call me Alli. I am from America, New York. I like frogs and Sailor
Moon. I also like swimming and hiking. I am excited to be in Japan and teach English. I
am not fluent in Japanese, so if I make a mistake I‘m sorry, please teach me. Please take
care of me.
初めまして。私は新しい ALT です。名前はアレクサンドラ・アマンダ・ヘンプと申
します。ちょっと長いから、アリーと呼んでください。出身はアメリカのニューヨー
クです。カエルとセーラームーンが好きです。水泳とスノーボードも好きです。日本
で英語を教えられることが嬉しいです。日本語はペラペラじゃないから、間違ったら
すみません、教えてください。よろしくお願いします。

夏休みの活動 いろいろ

今年の夏休みは、
学校が避難所にな

った関係で活動が
少し制限されましたが、体育祭関係や部活動、学習会等、
様々な活動が行われました。限られた時間の中でもみんな
しっかりと取り組んでいました。

４月１９日に３年生を対象に

全国学力・学習状況調査の結果について

実施した調査の結果が７月下旬
に発表されました。

各教科の平均正答率の結果は下の表の通りです。

教科

神林中学校

新潟県

全国

国語

７３

６８

６９．０

数学

４９

５０

５１．４

理科

４９

４９

４９．３

国語は全国比＋4、県比＋5、
数学は全国比－1、県比－2.4、
理科は全国比±0、県比－0.3 でした。
国語は、
「知識及び技能」の「言葉
の特徴や使い方に関する事項」が
78.1、「我が国の言語文化に関する
事項」が 73.1 と高く、また、
「思考

力、判断力、表現力等」では、
「読むこと」が 72.8 で高い正答率でした。しかし、「書くこと」が 45.6
で、特に「自分の考えが伝わるように、根拠を明確にして書く」ことが 45.6 とやや低かったです。
数学は、
「データの活用」が 66.1 で、全国や県に比べて＋8.2 と高かったです。特に「多数の観察や
多数回の試行によって得られる確率の意味を理解している」は 93.0 でした。しかし、
「図形」が 39.8 で
低く、特に「筋道を立てて考え、事柄が成り立つ理由を説明することができる」問題は 8.8 でした。こ
の問題は無解答率も 35.1 と多かったです。
理科は、
「
『生命』を柱とする領域」が 58.2 で、特に「観察結果と調べた内容を、場所や移動の仕方と
関連付けて、分析・解釈する」は 80.7 で高かったです。また、
「『エネルギー』を柱とする領域」は 45.9
でしたが、
「モデルを使った実験において、変える条件と変えない条件を制御した実験を計画できるか
どうかをみる」問題では 89.5 と高い解答率でした。しかし、
「
『地球』を柱とする領域」は 40.9 とやや
低く、
「時間的、空間的な見方を働かせながら事象を関連付け、分析・解釈」する問題では 24.6 でした。
「根拠を明確にして書く」
「筋道を立てて理由を説明する」ことや「時間的、空間的な見方」つまり、
「想像力を働かせること」について、今後の学習で高めていきたいと思います。
また、生徒質問紙の調査結果の一部を下の表にまとめました。
（数値は肯定的な回答率です。
）
質問事項

神林中

新潟県

全国

自分には、よいところがあると思いますか。

66.3

79.4

79.5

自分でやると決めたことは、やり遂げるようにしていますか。

96.5

89.7

86.6

難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか。

66.6

72.4

67.1

家で自分で計画を立てて勉強していますか。

68.4

59.8

58.5

学校の授業以外で普段 1 日どれくらいの時間勉強しますか。

75.4

65.2

69.5

今住んでいる地域の行事に参加していますか。

75.4

52.6

40.0

地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがありますか。

50.8

46.8

40.7

＊1 時間以上の数値です。

「自己肯定感」や「失敗を恐れずに挑戦する」がやや弱いですが、
「やると決めたことをやり遂げる」
ことはとても高く、責任をもって実行していることがわかります。また、学習では「自分で計画を立て
て」
「1 時間以上」勉強する生徒も増えています。地域との関わりでも、
「行事に参加する」生徒は多く、
約半分の生徒が「地域や社会をよくするために考えている」と答えていて、地域を大切に思う神中生だ
とわかります。これらの結果についても分析して、今後の教育活動に生かしていきたいと思います。

わたしの主張 村岩大会

今回は紙上発表という形になりましたが、見事、
最優秀賞に輝きました。県大会に出場します！

私たちの世界、私たちの未来
神林中学校 三年 小野 真白
飛び交う銃弾、泣き叫び、逃げ惑う人々…戦争はある日突然始まった。非情な戦争はいまだ終わり
を見せず、国内では新型コロナウイルス感染拡大による生活難や物価の高騰などで、たくさんの人た
ちが苦しんでいる。私たちの世界は、私たちの未来はどうなっていくのだろうか。
ロシアのウクライナ侵攻が開始されたとき、
「これは現実か」と目を疑った。
「過去の痛ましい出来
事」として授業やテレビ番組の中で見た光景が、今目の前で「現実である」と報じられている。画面
に映る女性は「昨日まで、いつもの平和な日常だった。
」と泣いて訴える。家族の安否が確認できず、
動揺をあらわにする人、止まない爆発音に、恐怖で心をすり減らす人、ロシア兵に対して「この侵攻
をやめてほしい」と、届かぬ思いを必死に訴える人……テレビに映る人々からは、誰一人としてこの
戦争を望んでいないことが伝わってきた。
２月２４日に始まったロシアの侵攻。６月２０日時点で、両軍合わせて数万人が命を落とした。さ
らに、民間人の犠牲者 5,024 人、そのうち 343 人が子供だという。人一人殺されただけでも、警察が
動き、犯人は法にかけられる……私の中で、「人の死」はとても重いものと捉えていた。それが戦争
によって、何百人、何千人という人が死んでいく。この不条理を、私は受け止められなかった。
忘れられないのは、ウクライナ民間人に対する攻撃を報じた記事だ。小学校卒業を控えたポリーナ
さんという少女が、路上で破壊工作員に命を奪われた。また、幼稚園への襲撃により、もうすぐ八歳
の誕生日を迎えるはずだった園児の命がなくなった。この子たちの未来には、数え切れない可能性が
あったはずなのに、戦争によって一方的に奪われた。この事実を、「戦争だから仕方が無い」と無か
ったことにして良いのだろうか。
日本は世界唯一の被爆国である。1945 年、広島・長崎に原子爆弾を投下され、合わせて２１万人も
の人たちが亡くなった。この痛みを知る日本人は、人の死に最も敏感でなければならないはずだが、
私はもちろん、私の父や母、さらには祖父母に遡っても、戦争を体験している人はいない。いや、こ
れは世界中の先進国における多くの人たちが、もはや戦争を「やってはならないもの」とリアルに実
感できない世代になっているのかもしれない。先のロシアのウクライナ侵攻も、そうした想像力の欠
如が引き起こした悲劇なのではないか。
哀しいことが次々と起こる世の中、私たちの進む未来は、銃弾に恐怖したり、生活に苦しんだりし
ながら、幸せを実感できない世界になってしまうのだろうか。そんなの私は絶対にいやだ。戦争で大
切な人を失い、悲しむ人がいない世界にしたい。生活に苦しむことなく、子供に夢や大切なことを語
れる大人になりたい。そのために私たちにできることが、きっとあるはず。私たちの世代みんなが、
考えなければいけないことが。
近年、選挙権が一八歳に引き下げられ、私たち若い世代に、未来を考えるチャンスが与えられた。
私たちは自分の手で、より良い世界を実現できる、リーダーを選ぶことができるのだ。正しい考えを
もったリーダーを選ぶために、選挙の仕組みそのものや、世の中の動きにも、関心をもって勉強する
必要があると思う。
そしてもう一つ、かけがえのない命が失われる痛みに対して、きちんと目を向けなければならない。
私たちの世代が、戦争の非情さ、無意味さを、自分の子供に語れる大人にならなければいけないのだ。
私たちは、残酷な現実を恐れ、嘆いてばかりではいけない。未来は私たちの手で創るのだから。

健闘を讃えます！
令和４年度 新潟県中学校総合体育大会水泳競技
（会場：ダイエープロビスフェニックスプール）
齋藤紅愛 100ｍ背泳 200ｍ背泳 予選惜敗
小田理寛 100ｍ背泳
予選惜敗
令和４年度 新潟県中学校陸上競技大会

小野真白

100mH

予選惜敗

（会場：柏崎市陸上競技場）
第 71 回下越地区吹奏楽コンクール
（会場：新潟テルサ）
神林中学校 中学校 B の部 銀賞
令和４年度 山北ジュニア卓球大会
中学生女子個人戦 第２位 沢田萌々香

の主な予定

１日(木) ３年生防災教育 学習タイム
テスト前部活休止(～８日)
２日(金) 学習タイム

令和４年度 新発田オープン卓球大会
（中学 1 年生以下女子）第３位 沢田萌々香

５日(月) 学習タイム
６日(火) 全校朝会 学習タイム
村上高校体験入学

令和４年度 第１回日本漢字能力検定合格者
３級 板垣利周 遠藤かのん 岸楠凜愛
遠山莉子 本間優花

７日(水) 学習タイム
８日(木) Ⅱ期定期テスト １日目
９日(金) Ⅱ期定期テスト ２日目
体育祭応援練習(～16 日)

令和４年度 第１回実用英語技能検定
３級 須貝伊毬 八藤後里織
４級 板垣果那 齋藤紅愛 平山心結
５級 木村日茉莉 野澤美桜

３年生防災教育
１３日(火) 生徒朝会
１４日(水) 学校運営協議会
１５日(木) 体育祭予行
１６日(金) 体育祭準備

お知らせ
来校された五霞中
学校のＰＴＡ会長さ
んから、大変な思いを
なさった神林中学校
の生徒さんや先生方
へと、アクエリアスを
１０ケースいただきました。ありがとうござい
ました。お心遣いに感謝いたします。

１７日(土) 体育祭
１８日(日) いじめ見逃しゼロ県民運動
１９日(月) 祝

敬老の日

２０日(火) 代休日（１７日の分）
２１日(水) １年生防災教育
村上桜ヶ丘高校体験入学
２３日(木) 祝

秋分の日

２６日(月) 職員会議 部活なし
２８日(水) ３年生実力テスト

