
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒海や佐渡に横たふ天の河  夜の日本海に浮かぶ佐渡の島影、手前に荒波

うねる日本海、その天空には天の河、芭蕉の名句の一つです。 

『おくのほそ道』を著した江戸時代の俳諧人、松尾芭蕉は、46 歳の時に５か月に

わたって東日本を巡り、各地で俳句を残しました。元禄２年(1689)６月、芭蕉は県

北・村上に入り、糸魚川・市振宿を発ち越後を離れるまでの 16 日間を越後で過ご

しています。高田城下に３日間滞在するなど各地に留まりながら、徒歩で移動する

ときは１日約 30～40km に及んでいます。 

 

５月 24 日(火)に【鍛錬祭】を実施しました。一昨年度に始まった鍛錬祭は、今

回が３回目となります。歴史は新しいのですが、体育祭、音楽祭とともに、新井中

学校【三大祭り】の一つに位置付けています。それは、当校の教育目標である【不

撓不屈】を体現し、象徴となるものと捉えているからです。 

当日を迎えるまでに、嬉しいことがありました。それは、生徒会総務委員会が全

校に呼びかけ、学年毎に日を決め、昼休みにグラウンドを歩く活動に取り組みまし

た。呼びかけに応えて、仲間と談笑しながら歩く生徒の姿を見ることができました。 

また今回、生徒と一緒に歩いていただいたり、安全確認や誘導に加わっていただ

いたりする保護者ボランティアを募集しましたが、実に 80 名を越える皆様からご

参加いただきました。保護者の皆様の新井中学校に寄せるおもい、惜しみないご支

援に深く感謝を申し上げます。 

 

 往路は、関川から吹く心地よい風が後押ししてくれ、クリーンセンターの煙突や

中央病院などの高い建造物を目印に、それをめざして歩みを進めました。しかし、

日頃歩くことが少なくなった私たちには、25ｋｍ、35ｋｍの道のりを歩くことは、

とても難しいことです。復路では足が重くなり痛くなり、沿道や木陰で休む生徒の

姿が多くなりました。いよいよ、心の中で葛藤する自分自身との闘いになりました。

そして、痛みや疲労に耐えながら、最後の中学校前の坂道を登り切り、遙か彼方の

煙突や病院に目を向けたとき、歩いた道のりを実感し充実 

感を感じました。 

苦しいときに聞こえてきた周囲からの声掛けが、どんな 

に力になったことか。それでは、一句詠みます。  

声がけが心に し みい る鍛錬祭  
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鍛 錬 祭 
                     校長 桒原 陽一 



 今年度の部活動が本格始動‼部活動結団式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

教育実習生から見た「新井中学校」 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 ３年生にとっては、中学校生活最後の部活動

になります。コロナで制限があり、思うように

活動できませんでしたが、悔いの残らないよう

にしたいです。試合にただ勝つだけでなく、プ

レーを楽しむことも大切にして、テニス部の活

動に全力を尽くします。     

Ｍさん 

 結団式が終わり、３年生にとっては、部活動

の集大成を発揮する場が近づいています。今年

もコロナの影響は続いていますが、残り少ない

時間の使い方によって最後のプレーが大きく

変わるかもしれません。悔いが残らないよう

に、一瞬の無駄もつくらず頑張ります。 

Ｆさん 

５月９日（月）より 27 日（金）までの３週間、

上越教育大学の学生さん 11 名が教育実習を行いま

した。 

生徒に寄り添い、ともに学校生活を送りながら、

授業実習、給食指導や清掃指導、放課後の部活動指

導など様々な場面で、教師になるための学習に励ま

れていました。 

３週間過ごした新井中学校の印象や思い出を語

ってもらいましたので、紹介します。 

 今年度も、多くの制限がある中、部活

動結団式を終え、各部活動が本格的に始

動しました。「不撓不屈」の精神で活動

に取り組み、部活動を通して大きく成長

できるよう、頑張ります。私は吹奏楽部

部長として良い集団をつくれるよう、精

一杯活動していきます。    Ｈさん 

・廊下ですれ違うたびにあいさつしてくれて、とても気持ち良かったです。 

・生徒の皆さんも先生方も穏やかで、とても過ごしやすかったです。 

・授業をして、話合いができて、協力できる生徒がたくさんいて素敵でした。 

・皆さん、すぐに名前を憶えてくれてうれしかったです‼おかげですごく過ごしやすかったです。 

・真面目に授業を受ける態度や休み時間の元気な姿など、素敵な生徒がたくさんいて、新井中に

来てよかったなと思います。 

・ささいな気遣いができる生徒がたくさんいて、とてもあたたかい学級、学校でした。 

・新井中で実習ができて幸せでした。 

・落ち着いて学習している姿がとても素敵だと思いました。 

・さわやかなあいさつや、皆さんのあたたかく優しい姿勢がとってもすばらしいと思います。 

・新井中の真っ直ぐで熱心な生徒や先生と出会い、時間を過ごせたことを光栄に思います。 

・私の不安を感じ取って、慰めてくれる優しい人たちばかりでした。 

５月 13日（金）、部活動結団式を行いました。昨年

度の続き、新型コロナウイルス感染症対策の関係で、

入場行進や大声での応援は中止。また、保護者の方の

御来場を控えていただく中での開催となりました。 

様々な制限のかかる中でしたが、各部とも３年生の

リードの下、「チーム新井」としての一体感を作りだ

し、決意を固める機会となりました。部長たちによる

選手宣誓、素晴らしかったです。 



     ネット利用宣言の見直し 

     ３年２組 Ｋさん 

今年の生徒会では、ネット利用宣

言の見直しを考えています。昨年度から一人

一台の iPad が配られ、学校生活の中でも活

用していく機会が増えていく中で、ネットの

有意義な使い方や気をつけるべきことを考

えていきましょう。  

地域への「愛」 

３年５組 Ｋさん 

 今年度も、地域との繋がりを強化していき

たいと考えています。具体的には、昨年から

始めた「この指とまれキャンペーン【地域

版】」の取組を増やしていきます。新井中生

みんなで、地域「愛」をつくっていきましょ

う。 

 今年度も新井中学校生徒会では、地域の皆様に「新井中生

に、こんなことをしてほしい」という要望（オファー）を募

集します。 

例えば、「地域の廃品回収に、力のある運動部の生徒の協力

がほしい」「ゴミ拾いや清掃活動に参加してほしい」「あいさ

つ運動や応援メッセージなどで、地域を明るくしてほしい」

「地域の文化祭や催しを、盛り上げてほしい」などの、要望

はないでしょうか？挙げていただいた要望は、活動可能であ

るか等を検討します。その後、生徒会の地域活動掲示板に掲

載し、「この指とまれキャンペーン【地域版】」として参加者

を募ります。当日、参加を希望した生徒がうかがい、ボラン

ティアとして、地域の皆様と一緒に活動させていただきます。

（※場合によっては、要望にお応えできないこともあります） 

 新型コロナウイルス感染症対策の面から、地域行事が縮小

されている中ですが、コロナ禍の今だからこそできることも

考えながら、活動していきたいと考えます。地域の皆様の御

理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 御要望は、今号と一緒に配布した FAX 送信用

紙や右の QR コードからも申し込み可能です。

御質問等は、担当：坂田までお寄せください。 

【担 当】 妙高市立新井中学校 主幹教諭 坂田 和也 

  〒944-0051 妙高市錦町１－２－１ 

  ＴＥＬ：72-2828  ＦＡＸ：72-2628 

  メール：sakata_kazuya@ac.city.myoko.niigata.jp 

 

生徒総会で、今年の方針が決定!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        

 

今年もやります！ 

「この指とまれキャンペーン・地域版」 

新井中生へのオファー、大募集!!  
 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                                   
 

                               

                                 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

５月 27 日（金）、第１回生徒総会を行いまし

た。今年度は、新型コロナウイルス感染症対策の

ため、全校一同に介さず、ZOOM を使用しての

実施となりました。 

今年度の生徒会スローガンは、Ａ世代～今を

超えろ 新井中～。「今までの先輩たちが築き上

げた新井中ブランドや、新井中プライドを常に

心にもち、そこに＋αとして、自分たちらしさを

加えて、さらにパワーアップさせる」という思い

を込めています。「あいさつ」「愛」「iPad 活用」

に重点を置き、「この指とまれ【地域版】」「あい

さつ運動」などの取組を継続。生徒総会では、こ

うした思いを確認・共有する場となりました。 

「この指とまれキャンペーン」

とは･･･ 

「新井中のために、ちょこっ

と自分の時間を使ってみよう

かな」という新井中生の優しさ

とボランティア精神で成り立

っている活動です。昨年度よ

り、活動の範囲を地域に広げ、

感謝の気持ちを伝えるべく、活

動しています。 

【令和３年度の活動実績】 

【教科書展示会のお知らせ】本年度も下の日程で、現在使用されている教科書が展示されます。 

  ・期 間：令和４年６月 10日（金）～６月 23日（木） 

  ・会 場：わくわくランドあらい ２階会議室 

  ・時 間：９：30～17：30    ※月曜休館日 

白山町さいの神  

御神体づくり 

社協オリジナルカレンダーに 

添える高齢者の方々へのメッセ

ージ作成 



 

ver. 5月24日

日 曜 行事予定 授業 給食 終学活終了 部活 下校バス

1 水 避難訓練、内科検診（２年）、小中連絡会 6限 ○ 16:10 ○ 16時台,18時台

2 木 ミニ班会議、歯科検診（１年）、テスト前部活動停止期間～6/7 6限 ○ 15:50 なし 16時台

3 金 内科検診（２年）、３年生高校説明会① 6限 ○ 16:10 なし 16時台

4 土 なし

5 日 なし

6 月 4限 ○ 13:35 なし 13時台

7 火 第１回定期テスト一日目 4限 〇 13:35 なし 13時台

8 水 第１回定期テスト二日目 6限 ○ 16:10 ○ 16時台,18時台

9 木 未受験者テスト、学級優先日、父母と教師の会地域活動部会 6限 ○ 15:50 ○ 16時台,18時台

10 金 未受験者テスト、３年生高校説明会②、父母と教師の会広報部会 6限 ○ 16:10 ○ 16時台,18時台

11 土

12 日

13 月 全校朝会、３年生高校説明会③ 5限 ○ 15:10 可 15時台

14 火 上越地区陸上競技大会、フッ化物洗口 6限 ○ 15:50 ○ 16時台,18時台

15 水 上越地区陸上競技大会、上越地区卓球大会 6限 ○ 16:10 ○ 16時台,18時台

16 木 週末アンケート、学級優先日 6限 ○ 15:50 ○ 16時台,18時台

17 金 ２年生リーディングスキルテスト、３年生高校説明会④ 6限 ○ 16:10 ○ 16時台,18時台

18 土

19 日

20 月 上越地区各種大会 3限 なし 11:25 可 11時台,15時台

21 火 フッ化物洗口、清流 6限 ○ 15:50 ○ 16時台,18時台

22 水 6限 ○ 16:10 ○ 16時台,18時台

23 木 学級優先 6限 ○ 15:50 ○ 16時台,18時台

24 金 上越地区各種大会 3限 なし 11:25 可 11時台,15時台

25 土 上越地区各種大会

26 日

27 月 ３年生高校説明会⑤ 5限 ○ 15:10 通陸のみ 15時台

28 火 ３年生定着度テスト、フッ化物洗口 6限 ○ 15:50 ○ 16時台,18時台

29 水 文化庁事業① 6限 ○ 16:10 ○ 16時台,18時台

30 木 文化庁事業②、月末アンケート 6限 ○ 16:00 ○ 16時台,18時台

７月の主な予定

７月１日（金）～２日（土）通信陸上県大会、　７日（木）ミニ班会議、　８日（金）地区大会表彰、　１６日（土）～１８日（月祝）県総

体、　１９日（火）～２２日（金）期末面談、　２５日（月）体育祭結団式、１学期終業式、　３０日（土）～３１日（日）県吹奏楽コンクー

ル

令和４年度　妙高市立新井中学校　６月予定表

※ 行事・部活動実施については、５／27（金）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。 

 


