
『 大人の常識・非常識 』 

                    校長 村井 友明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

9/2３上越文化会館を会場に行われた西関東吹奏楽コンクールで、吹奏楽部が長年の悲

願である金賞を受賞しました。今までは埼玉県を中心とする関東勢の牙城が高く、何度も

跳ね返されてきました。今回、金賞受賞校は、新井中以外は全て埼玉県の学校が金賞受賞

となりました。新潟県の学校として唯一その中に食い込めたことは、正に快挙と言えます。

9/17 までは、新型コロナウイルス感染症予防のため、約２週間部活動が停止となりまし

た。大人の常識からすれば、少しでも楽器に触

れさせたり、全体で音を合わさせたりする時

間が大切であると考え、何とか特別に練習の

許可を得ようと考えていました。しかし、生徒

にそのことを伝えると「私たちは、中途半端な

練習しても駄目です。部活停止期間が終わっ

たら、全集中して練習するので、特別な練習は

必要ありません」と応えたとのことでした。そ

の言葉どおり部活再開後、全集中して練習を

重ね、短い期間で一段と曲の完成度を高める

ことができました。大人の常識に従わず、自分

たちの考えをしっかりと伝えた生徒、そしてこどもの話に耳を傾け、それを受け入れた顧

問の勇気に頭が下がります。とかく私たちは、今までの経験や大方の考えに基づき、それ

が常識と考え、生徒に押しつけしまうことがあります。それはそれで間違いの無いことか

もしれません。でも、それだけが、正しい事ばかりではないことに気付かされた出来事で

した。生徒は一人一人違います。様々な考えや思いをもっています。それを良く聞き、そ

の生徒に合った支援をすることも大切です。大人の常識が非常識にならないように・・・

地域やご家庭でも大人の考えを押しつけるだけでなく、こどもの考えを良く聞いていただ

く事で新たな可能性に出会えるかもしれません。どうぞよろしくお願いします。  
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新井中学校の新たな歴史となった三大祭りの一つ、「鍛

錬祭」が 10/19（火）爽やかな秋晴れの中で開催されまし

た。35km を生徒と共に歩いた職員の歩数は約 46,000 歩で

した。（25km を歩いた職員の歩数は約 35,000 歩）なかなか

歩くことの少なくなったこどもたちですが、この長い距離を

歩くことで、普段できない経験をする事ができました。生徒

の中には泣きながら歩く生徒や足を引きずりながらゴール

を目指す生徒もいましたが、不撓不屈の精神を培う貴重な

経験ができたと考えています。生徒の安全を確保するため

多くの父母教の皆様、コミュニティスクールの委員の皆様

からご協力いただきましたことに心より感謝申し上げます。

10/29には三大祭りの最後となる「音楽祭」が行われます。生徒の奏でるハーモニーを是非お聞きください。  
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 10月 19日（火）、秋晴れのもと第２回新井中学校鍛

錬祭が行われました。生徒は 25kmコース・35 kmコー

スから選択し、目の前の困難に立ち向かうことで「不

撓不屈」の精神を養いました。 

２度目の鍛錬祭の実施に伴い、学校運営協議会、父

母と教師の会企画委員会・各学年委員会、保護者ボラ

ンティアの皆様方からの御協力をいただき、安心・安

全に終えることができました。感謝申し上げます。 

以下に、生徒の感想を紹介します。 

〇鍛錬祭は、不安が大きかったです。目標は 35km を走ることでしたが、体調が悪かったので目

標を変更し、完歩することにしました。自分と向き合い、あきらめず最後までやりきることの

大切さを鍛錬祭で学びました。               【１年 Iさん】 

〇僕が鍛錬祭で学んだことは、仲間の大切さです。僕は、友達と一緒に 25 ㎞を歩きました。何

度もあきらめそうになったけれど、友達が声をかけてくれて完歩することができました。友達

は、本当に大切だと実感した鍛錬祭でした。         【２年 Ｈさん】 

〇去年の自分の記録を越すために、最初から速いペースで走りました。折り返してから、徐々に

足が重くなり始めましたが、諦めずに走り、自己ベストを大幅に更新することができました。

とても良い思い出になりました。              【３年 Ｍさん】 

〇今年度は、一人で 35 ㎞に挑みました。最初は、とても不安でしたが、最後まで走りきること

ができました。目標としていた時間よりも早くゴールができ、女子の１位にもなれ、自分の力

を試せた思い出に残る鍛錬祭になりました。         【３年 Ｋさん】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回 鍛錬祭開催！ 

この指止まれキャンペーン【地域版】始動‼ 

合唱部・吹奏楽部の秋色コンサート、大成功‼  

↑有線放送から取組について取材を受ける生徒会三役 

 妙高市社会福祉協議会様よりいただいたオフ

ァーを受けて、年末に市内のお年寄り世帯に配布

される「社協オリジナルカレンダー」に添えるメ

ッセージ書きを行いました。72 名の生徒が参加

し、地域のお年寄りの方に元気を届けるべく、心

を込めてメッセージをしたためました。 

 次回は、白山町町内会様よりいただいた 11 月

７日（日）さいの神の塔づくりの様子をお伝えし

ます。 

10月 17日（日）に妙高市文化ホールで吹奏楽部と合唱部

による「秋色コンサート」が開催されました。これまでの練

習の成果を発揮し、新井中サウンドを届けるべく、堂々と発

表しました。ご来場いただいた皆さん、大変ありがとうござ

いました。代表生徒の感想を紹介します。 

〇合唱部の歌声をたくさんの方に聴いていただくことが

でき、思い出に残るコンサートになりました。支えてく

ださった方に、感謝の気持ちを届けることができたと思

います。         【合唱部 Ｏさん】 
〇３年生が引退となった秋色コンサート。最後の最後ま

で、美しい新井中サウンドを響かせることができて本当

に嬉しかったです。何よりもこのメンバーで演奏できて

最高でした！       【吹奏楽部 Ｔさん】 
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不撓不屈‼ 



男子バスケットボール部               
新井○ 47－27 ×糸魚川東 

 新井× 28－52 〇糸魚川  準優勝 
 

女子バスケットボール部 
 新井× 47－52 〇糸魚川 

 新井× 27－37 〇糸魚川東 
 

男子ソフトテニス部     
【団体戦】  

新井× １－２ 〇吉川 

 新井× １－２ 〇柿崎 

 新井〇 ２－１ ×城北  予選リーグ３位 

 新井〇 ２－１ ×城西 

 新井× ０－３ 〇城東  ６位 
 

女子ソフトテニス部             
【団体戦】   

新井× １－２ 〇城西 

 新井× ０－３ 〇城北  予選リーグ敗退 
 

剣道部        
 男子団体戦      ３位  

 女子団体戦予選リーグ ３位 

男子個人Ａ部門 ５位 古川昊希 

女子個人Ａ部門 ５位 豊岡花桜 

男子個人Ｂ部門 １位 笹川遼太 

        ２位 渡邉琥汰 

        ３位 大口晃斉  

女子個人Ｂ部門 ３位 髙野 茜 
 

サッカー部      

予選リーグ  

新井× １－４ 〇直江津 

 新井× ３－４ 〇城西 
 

卓球部         

【男子】 

団体戦   ２位 

個人戦２年 ２位 尾島大志 

３位 細井丈陽、山本快 

５位 土肥寛汰 

 個人戦１年 ２位 寺島駿 

       ３位 森本爽太 

【女子】 

団体戦   ２位 

個人戦２年 ５位 長谷川みゆ 

個人戦１年 ３位 小林愛心里 

体操部       
・共通男子個人総合 ５位 中嶋悠貴 

 共通男子種目別ゆか５位、跳馬５位、鉄棒５位 中嶋悠貴 

・１年男子団体総合 １位（岩﨑、松澤、三橋、宮下） 

１年男子個人総合 １位 松澤駿亮 

         ３位 岩﨑央樹 

１年男子種目別ゆか１位、跳馬１位、鉄棒１位 松澤駿亮 

        ゆか２位、跳馬６位、鉄棒２位 岩﨑央樹 

         ゆか３位、鉄棒６位 宮下莉陸 

・共通女子団体総合 １位（加藤、木村、小平） 

共通女子個人総合 ２位 加藤結菜 

         ３位 小平あこ 

         ６位 木村紗菜 

共通女子種目別ゆか１位、跳馬３位、平均台２位 加藤結菜 

        ゆか３位、跳馬１位、平均台３位 小平あこ 

        ゆか４位、跳馬６位、平均台６位 木村紗菜 

・１年女子団体総合 １位（阿部、市川、福留、米持） 

１年女子個人総合 １位 市川礼音 

２位 米持七海 

         ５位 阿部美桜里 

１年女子種目別ゆか２位、跳馬１位、平均台４位 市川礼音 

        ゆか１位、跳馬６位、平均台１位 米持七海 

        跳馬２位、平均台６位 阿部美桜里 

        ゆか６位 福留希歩 
  

軟式野球部         
 新井〇 ４－３ ×春日 

 新井〇 ７－０ ×城東  ブロック優勝 

    （５回コールド） 
 

男子バレーボール部       

 新井× ０－２ ○糸魚川 

 ３位決定戦 

新井× ０－１ ○春日 
  

女子バレーボール部         

新井× 19－25 〇大潟町 

新井〇 25－10 ×城東 

新井〇 25－３ ×名立 

新井〇 25－15 ×城西  Ｃブロック優勝 
 

柔道部            
団体戦 新井× ０－３ 〇城西 

個人戦 １年 風間里央奈 ３位決定戦敗退 
 

特設新体操部       

個人総合１位 吉田 滋  

クラブ １位 吉田 滋 

リボン １位 吉田 滋   

活躍‼ 上越中学校新人各種大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援ありがとうございました‼ 



 

 
 

※ 行事・部活動実施については、10／28（木）現在のものです。今後の状況によっては、予定が変

更になる場合があります。変更のある場合には学年たより等を通じて連絡させていただきます。 

令和3年度　妙高市立新井中学校　11月予定表

日 曜 行事予定 授業 給食 部活 バス

1 月 ５限 ○ なし 15時台

2 火 ６限 ○ ○ 16時台、17時台

3 水 文化の日 □

4 木 上進連テスト③ ６限 ○ ○ 16時台、17時台

5 金 県中学校駅伝競走大会 ６限 ○ ○ 16時台、17時台

6 土 □

7 日 □

8 月 教科部会（４限） ４限 ○ なし 13時台

9 火 清流 ６限 ○ ○ 16時台、17時台

10 水 市教研一斉研修 ４限 ○ ○ 13時台

11 木 部活動停止期間（～16日まで） ６限 ○ なし 16時台

12 金 ６限 ○ なし 16時台

13 土 なし

14 日 なし

15 月 ５限 ○ なし 16時台

16 火 第３回定期テスト① ４限 ○ なし 13時台

17 水 第３回定期テスト② ６限 ○ ○ 16時台、17時台

18 木 教育相談① ６限 ○ ○ 16時台、17時台

19 金 生徒朝会、教育相談② ６限 ○ ○ 16時台、17時台

20 土

21 日

22 月 職員会議⑩（４限） ４限 ○ なし 13時台

23 火 勤労感謝の日 □

24 水 教育相談③ ６限 ○ ○ 16時台、17時台

25 木 教育相談④ ６限 ○ ○ 16時台、17時台

26 金 教育相談⑤ ６限 ○ ○ 16時台、17時台

27 土

28 日

29 月 ５限 ○ なし 15時台

30 火 立会演説会リハ、教育相談⑥ ６限 ○ ○ 16時台、17時台

学級掲示

１２月の主な予定

１２月１日（水）立会演説会、２日（木）投票日、３日（金）決選投票日、１１日（土）県アンサンブルコンテスト
１４日（火）～１７日（金）期末面談、２３日（木）２学期終業式


