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人と関わることの素晴らしさを感じよう
加治川中学校長

齋藤

恭之

桜のつぼみも大きく膨らみ、すっかり春らしくなってきました。今日は、平成３０年度のスタートで
す。新２・３年生の皆さんの表情や姿を見ていると、新学期へのやる気が感じられます。
今日の午後には，入学式があり，多くの希望と少しの不安を抱いた新入生３４名が入ってきます。先輩
として、とびっきりの笑顔で新入生を温かく迎え、生徒会活動や部活動で上級生として手本を示し、新入
生から頼りにされる皆さんであってください。
さて、皆さんにこの１年間で、大切にしてほしいことを話します。それは、いろいろな人と積極的に関
わることです。人と関わることは、新たな「気づき」を生み、自分を成長させてくれます。そして、人生
を豊かにしてくれます。
そのために、皆さんには３つ頑張ってほしいと思います。
１つ目は学習についてです。授業を大切にしましょう。恥ずかしがらず、分からないことは、友達や先
生に伝え、共に考えましょう。「三人寄れば文殊の知恵」です。一人では解決できないことでも、皆で考
えればきっと解決できます。その過程で新しい発見があり、理解が深まっていきます。授業をとおして、
周りの人と関わることの素晴らしさを感じてほしいと思います。
２つ目は挨拶です。挨拶は人間関係を築くための第一歩です。私は，赴任して６日目となりますが、春
休み中に登校した生徒の皆さんから爽やかで元気な声で挨拶してもらい、感動しました。挨拶を人と人
との架け橋にして、幅広い人間関係をつくってください。挨拶は、相手や周りの人に勇気や喜びを与えま
す。笑顔で挨拶を交わしましょう。
３つ目は相手を思いやる心です。思いやる心をもって接することは、人間関係を深めるためにとても
大切な要素です。今月１４日で熊本地震から２年がたとうとしています。また、東日本大震災発生から７
年が過ぎました。この２つの地震では、世界中から日本人の美徳としての「思いやりの心」の素晴らしさ
が報道されていました。悲劇の時にお互い助け合ったり、秩序をもって並んだり、ホテルで働いている人
たちは自分の命を守りたいのに、まずお客様の命を優先しているなど「当たり前のことではないすごい
ことだ」と絶賛されました。皆さんも相手を思いやる温かい心をもって生活してほしいと思います。皆さ
んには、毎日、笑顔で登校し、笑顔で学校生活を送り、笑顔で下校してほしいと願っています。そのため
には、お互いに相手のことを思いやることが大切です。
「笑顔」「挨拶」「思いやりの心」が溢れる学校を目指しましょう。
そして、いろいろな人の考えにふれ、自分を成長させましょう。特に３年生は、義務教育９年間の集大
成の年です。残された時間を有効に使い、大きく前進する１年であってほしいと心から願っています。で
は、ともに顔晴りましょう。
（１学期始業式講話より）

＜小中合同 PTA 歓送迎会のお知らせ＞
本年度の加治川小学校・中学校合同の PTA 歓送迎会は次の日程で行います。

○日時

平成 30 年４月２7 日（金）

午後７：００～午後９：００
（受付 午後６：３０～）

○会場 豊谷殿

２年生になっての抱負

２年１組 渡邉 未来
私が２年生になって頑張りたいことは２つあります。
１つ目は勉強です。１年生の時の反省を生かして勉強したいです。昨年度の３
学期は、苦手な教科をたくさん勉強したら成績が上がりました。今年度も苦手な
教科は、ワークを何度もやって克服します。また、毎日の自学は教科のバランス
をとりながら勉強します。そして１年生の時は、メデイアなどを利用しながら勉
強していたので、内容があまり頭に入りませんでした。ながら勉強をせず
に、春休みにやったことや、１年生の時のことを忘れないように復習も大事にします。テスト勉強では、
工夫した勉強法を取り入れ、満足のいく点数をねらいたいです。２年生では悔いの残らない勉強法と勉
強時間でやっていきます。
２つ目は部活です。１年生が入ってくるので、先輩として教えられようにします。今はまだできない
ところがあるので、夏コンまでにできるようにします。そのためには、日々の部活も手を抜かず、でき
ることが増えるように努力します。休日の部活も、平日にできなかったことをやります。そして、夏の
吹奏楽コンクールではその成果が出せると良いです。
２年生として、１年生を引っ張り、３年生を支えられるようになりたいです。今年度は、今言ったこ
とを実行し、勉強そして部活で悔いの残らない年にしたいです。
新学期の抱負

３年１組 奥村 芽依
新学期になって私が頑張りたいことは、二つあります。１つ目は、最高学年と
しての自覚を持ち、１，２年生や先生方の手助けです。そして、活動では積極的
に行動し、３年生としての役割をしっかり務めることです。私は今まで人まかせ
にしていたり、自分の役割と果たせなかったことがありました。あと約１年、周
囲をよく見て、自分にできることは何かを見付け行動したいと思います。
２つ目は、部活動です。吹奏楽部は 7 月に夏コンという大きな大会があります。
３年生はその大会が終わったら引退となってしまいます。一心同体、皆で助け合い悔いの残らない良
い演奏ができるようにしたいです。
最後に、私は何事にも一生懸命に取り組むことをモットーに、１日１日を大切に過ごしたいと思い
ます。

◇土屋
和也 校長先生 〈ご退職〉
今学期ぼくががんばりたいことは二つあります。まずは、部活です。昨年は市
内大会１回戦で負けてしまいました。今年は下越大会に出場することが目標です
豊かな自然に囲まれ、広いグランドときれいな校舎の中で３年間、素直で純朴な
。下越大会に出場して勝ち抜くためには、チーム全体のレベルを上げて、イージ
生徒ともに教育活動を展開することができました。教員生活最後の３年間を加治川
ーミスをなくすことです。そのために普段の練習で自分たちの欠点を一つでも減
中学校でおくることができ、感謝の気持ちで一杯です。
らすことを心がけていきたいです。そして、コンディションを整えて大会前にケ
加治川中学校生への最後の言葉として、元オリンピック金メダリスト塚原光男
ガをする人がいないようにしたいです。自分はキャプテンなので、チー
（体操）さんの言葉を贈ります。
「責任と義務のない栄光はあり得ないし、美しさ
ム全体の士気が上がるようにチームで一番声を出して自分から行動を起こしていきたいです。そして
のない強さは本物ではない、美しいから最強なのである。」
結果を残せるように頑張ります。
『美しさ』とは何でしょうか。考えてみてください。
二つ目は勉強です。第一回テストは市内大会のすぐ後にあるので、大会の結果がどうであれ、大会が
終わったらすぐに気持ちを切り替えてテストに臨みたいです。２年生最後のテストで今までで一番良
◇佐藤 周一 先生
〈ご退職〉
い結果が出せたので、第４回のテストで悪かった英語と数学は授業で学び取れるように集中して取り
教務主任として７年間お世話になりました。生徒の皆さんとは数学で触れあう
組みたいです。分からないところはそのままにせず、先生や友だちに聞いて分かるようにしたいです。
ことが最も多かったのですが、素直な授業態度にいつも癒やされていました。それ
今年は３年生で色々な行事が最後になります。３月には高校入試が待っているので、行事を楽しみ
こそが私の活力の源でした。また、教職員の皆さんや保護者の皆様、地域の皆様に
つつ、勉強や部活も悔いの残らないようにそのときに全力を尽くします。中学校生活最後の一年のス
助けていただいたからこそ、無事に退職を迎えられたと感じています。本当にあり
タートをしっかりしていきたいです。
がとうございました。これからの加治川中学校の活躍を願っています。
◇安達

茂美 先生

〈長岡市立高等総合支援学校へ〉

明るく素直な生徒たちと毎日楽しく勤務することができました。ありがとうござ
いました。みのり学級の担任、バレー部や陸上競技部顧問として生徒と過ごした時
間は、私にとっての大切な財産となりました。新任校でもこの経験を生かして頑張
りたいと思います。お世話になりました。

◇皆川 真弥

先生

〈聖籠町立聖籠中学校へ〉

育児休業を含めて７年間お世話になりました。復帰してからの３年間、素敵な生
徒と一緒に、活動できて本当に充実した日々を過ごすことができました。卒業生と
ともに３年間過ごせたこと、バレーボール部の活動に携われたこと、生徒会活動で
挑戦できたこと、どれも私の宝物＝財産となりました。加治川中学校の活躍を楽し
みにしています。ありがとうございました。
◇布川 裕子

先生

〈関川村立関川小学校へ〉

1 年間でしたが、大変お世話になりました。とても楽しく勤務することができ幸
せでした。加治川中学校の生徒は、素直で、優しく、元気いっぱいで、何事にも一
生懸命取り組むことができ素晴らしいと思いました。これからも頑張ってくださ
い。どうもありがとうございました。
◇金川 亮

先生

〈新潟市立柳都中学校へ〉

約１年４ヶ月という短い間でしたが、体育や昼休み、部活動で過ごした時間はす
ごく充実していました。これからも切磋琢磨しながら、みんなの素直さでより良い
加治川中学校を創り上げていってください。みんながこれからますます活躍するこ
とを願っています。ありがとうございました！！

さいとう

齋藤

やすゆき

恭之

校長先生

長岡市立北中学校から参りました。私の生まれは旧西蒲原郡、現新潟市です。新
発田市には、縁があり３年ぶり２回目の勤務となります。生徒の皆さん、地域の
方々との新しい出会いを楽しみに赴任しました。どうぞ、よろしくお願いします。
くろとり

黒鳥

やすひろ

康広

先生

教科は保健体育、1 学年主任、生徒指導主事、陸上部などを主に担当します。新
発田市立東中学校から赴任しましたが、東中学校の前は加治川中学校に３年間お
世話になりました。保護者の方でお世話になった方も多いかと思います。新たな気
持ちで頑張ります。どうぞよろしくお願いします。
たかはし

髙橋

よしたか

義孝

先生

村上市立村上東中学校から参りました。自然豊かな加治川中学校で、生徒や保護
者の皆様との触れ合いを大切にし、生徒たちが安心して笑顔で学校生活を送るこ
とができるように支援してまいります。１日も早く加治川中学校での生活に慣れ、
精一杯尽力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
さとう

佐藤

ち か

智香

先生

長岡市立旭岡中学校から参りました。新発田は初めてで、分からないこともた
くさんありますが、生徒たちのために全力を尽くしていきたいと思います。とに
かく生徒とたくさん関わり、共に成長していきたいです。また、数学って楽しい！
と思ってもらえるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。
つかの

塚野

み ほ

美穂

先生

今年度新採用として参りました。教師としての１年目は不安もありますが、そ
れ以上にとても楽しみです。加治川中学校の生徒たちとともに学び、成長してい
きたいと思います。元気な挨拶と明るい笑顔をモットーに頑張っていきますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

加治川中学校では資源物（ペットボトル、空き缶、古紙）を集め、生徒会の活動費に役立てています。
地域の皆様のご協力により、昨年度は 104,395 円の収入がありました。
紙面を借りてご協力に感謝し、ご報告いたします。
今後も、ご協力よろしくお願いいたします。（※web ページにも掲載されています。
）
集めているもの
出す時にお願いしたいこと
① ペットボトル
ラベルを取り、中を洗い、つぶしてください。
② アルミ缶
スチール缶とアルミ缶は、単価が違うので、
つぶしてください。
分けて出してください。
③ スチール缶
※混ぜないでください。
④ 古紙
新聞紙、雑誌類、広告、段ボールなどを集めています。

※ビン類は集めていませんので、ご了承ください。
回収場所は、加治川中学校の体育館出入り口向かいの物置小屋です。いつでも回収していますので、皆
様の都合のつく時間でお願いします。1 年を通して集めていますのでご協力よろしくお願いします。
なお、不明な点は加治川中学校の田村までお問い合わせください。
（℡：33-2214）
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教頭

小田 暢雄

数学

教務主任

渡邉 亨

理科

野球部

事務局

学年主任

黒鳥 康広

保健体育

陸上部

１学年部

１組担任

佐藤 智香

数学

バレーボール部

育成部

１組担任

塚野 美穂

音楽、英語

吹奏楽部

教養部

みのり１組担任

渡邉 牧恵

英語

バレーボール部

会計

学年主任

髙橋 義孝

理科

卓球部

２学年部

１組担任

淺香 有紀子

社会

吹奏楽部

教養部

２組担任

丸山 沙知

数学、体育

陸上部

養護教諭（副任）

田村 恭子

事務局

＜１学年部＞

＜２学年部＞

育成部

＜３学年部＞
学年主任・１組担任

内藤 満

社会

野球部

３学年部

２組担任

南波 美穂子

国語

女子テニス部

広報部

みのり２組担任

成瀨 和貴

国語

卓球部

広報部

副任

猪俣 理恵子
外山 東子

英語
保健体育

女子テニス部

教養部

用務手

藤田 幹夫

＜学年外＞
事務主任

小林 彩子

兼務教諭

渡邉 敦

美術

介助員

本間 真紀

非常勤講師

規矩 祥夫

技術

ＡＬＴ

宮村 レベッカ

家庭

スクールカウンセラー

初任研指導教員

肥田野 裕子
大久保 元

佐藤 和子
本間 瑠美子
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