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かるまで粘り強く考え抜きましょう。たとえ正解に行き

着かなくとも、深く考えることは、そのまま思考力を鍛

えます。分からなさを内在した問いやジャンプ課題（難

しい課題）に積極的に挑戦していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  受信・思考・発信で人間力を高める        

４月１３日（火）の全校朝会で「受信・思考・発信で人間力を高める」や「分か

らなさを大事にし、分かるまで考え追究する生徒」について以下の話をしました。 

１つ目は「聴く」の意味についてです。「聴く」は読んで字の如く「耳と目と

心で十分に聴く」ことだと字が教えてくれています。授業では先生や仲間の話を

聴くことが基本です。かかわって学ぶためにお互いに「聴き合う関係」を大切に

していきましょう。 

２つ目は「受信・思考・発信で人間力を高める 

についてです｡「受信｣の基本は「聴く」です。聴い

たり読んだりして自分の中に取り込む「受信」、受

信したことを基に今までの知識や経験を総動員して

考える｢思考」、考えたことを話したり書いたりして

外に出していく「発信」。授業は「受信⇒思考⇒発

信｣の繰り返しで成り立っています。受信力と思考

力、発信力が身に付くと学力は自然に高まります。

また、思考は図で考えるとより一層深まります。 

さらに、人間関係力を高めるために大切な「想像

力を働かせた『思いやりの達人』」や相手意識をもって「自分

の考えを相手が分かるように伝える『自己表現の達人』｣を目

指す中で、学力と人間関係力を総合した人間力を高めていきま

しょう。その際、仲間を大切にし、「１２０％受け入れ」、「一

人も独りにしない」で学び合うことを意識していきましょう。 

３つ目は「学び合い」５か条についてです。右の１～５を

心がけましょう。これは特別教室も含め掲示してあります。 

４つ目は、授業表示についてです。授業を分かりやすくするため、展開に応じて「ねらい」

「流れ」「課題」「まとめ」「振り返り」の表示を活用しています。また、「全体」「個」「ペア」

「グループ」「コの字」「スク－ル」「共有」「ジャンプ」などの表示を準備し、授業場面に応じ

て多様な授業形態や課題設定ができるようにしています。 

５つ目は「分からなさを大事にし、分かるまで考え追 

究する生徒」についてです。右図は「思考の脳」が中学 

生の年代で急激に発達することを示しています。つまり 

徹底して考えることが重要であり、分からないことを分 
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校訓:明朗 闊達 質朴 目指す生徒像：し ば た か じ か わの生徒 

学校だより     教育目標 : 豊かな知性を育て きびしく自己をきたえ 高め合う生徒 

聴 

考える 

「学び合い」５か条 

１  人の話を互いに聴き合う 

２ 他者の意見や考えに敬意を払う 

３ 自分の考えの根拠や理由をもつ 

４ 自分の言葉で表現し伝える 

５ 他の意見に反応する 

校長 星   渉  

五感の脳の発達 

思考の脳の発達 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 星  渉 校長 学校運営 ３年目   

「咲いた花、咲かせた土」、生徒に大輪の花を咲かせるには、土壌である家庭や地

域、学校のスクラムと教職員のチームワークが重要と考えます。「和と輪が子どもを

育てる」を合い言葉としてチームワークを大切に学校運営にあたります。 

 藤原 明 教頭 学校運営 ２年目 特別支援教育コーディネータ 

新学期が始まりました。校内では、子どもたちがいきいきと学校生活を送ってい

ます。今後とも、地域の皆様や保護者の皆様からの御支援と御協力をいただき、学

校運営を進めてまいります。 

 渡邉 亨 先生 教務主任 ５年目 理科 ソフトテニス部 

 加治川中５年目になります。４年間生徒と学んだ経験を生かし、生徒とともに日々

更に成長していきます。今年も、生徒の笑顔があふれる授業を心がけていきたいと

思います。 

 渡辺 はるか 主事 事務主任 ２年目 

加治川中学校での２年目がスタートしました。生徒一人一人が充実した中学校生

活を送れるように学校事務職員の立場から安心、安全で楽しい学校づくりに貢献し

ていきたいと思います。 

 石井 仁 先生 ３学年主任 生徒指導主事 ３年目 社会 陸上競技部 

 今年は、生徒共にたくさんの良い思い出を作りたいと考えています。そして、豊

かな加治川の地域で、「感謝」・「感動」と「反省」・「謙虚」な心をより一層大きくし

ていきたいと思います。 

 鬼嶋 一成 先生 ３年１組担任 ２年目 保健体育 バレーボール部 

 日々を大切にして、生徒にとって充実した学校生活になるように色々な面でサポ

ートしていきたいと思います。仲間との限りある時間を大切に、充実した一年にな

るように、私も一緒に頑張りたいと思います。 

 渡邉 牧恵 先生 ３年２組担任 ５年目 英語 バレーボール部 

 明るく伸び伸びと素直で優しさあふれる生徒の皆さんと一緒に学校生活を送れて

毎日幸せです。そんな皆さんが自分で自分の道を切り開き、歩んでいける力をつけ

るお手伝いをしていきたいと思います。一緒に加治川中学校を作っていきましょう。 

 大滝 日奈野 先生 ３学年副任 １年目 社会 ソフトテニス部 

 初任校が、加治川中学校で本当に良かったなあと思いながら、毎日を楽しく過ご

しています！これからは、加治川中学校の皆さんと汗と涙を一緒に流しながら私自

身も、日々成長していきたいと思います！ 

 松浦 まり代 先生 ２学年主任兼みのり１担任 ２年目 数学 野球部 

 明るく元気な加治川中の生徒の皆さんから、今日もたくさんのエネルギーをもら

って１日を過ごしました。夢や目標に向かって進もうと日々がんばる生徒をしっか

り支えられるように、私もしっかり取り組んでいきます！ 

 小竹 徹 先生 ２年１組担任 研究主任 １年目 数学 陸上競技部 

 「加治川中学校の生徒は明るく素直である」ことは、この数日で分かりました。そ

んな生徒ともに学校生活に、勉強に取り組んでいきたいと思います。楽しい学校、

クラスにしたいと思います。 

 髙橋 千尋 先生 ２年２組担任 道徳主任 ３年目  国語 卓球部 

 今年も素直で明るい加治川中生とともに過ごせることを嬉しく思います。生徒の

皆さんと同じく、私も目標をもって成長する１年にしていきたいです。お互い、目

標達成に向かって頑張りましょう。 

 

□新年度の抱負(職員)～新任の６名を迎え,２２名のスタッフで頑張ります～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小林 稔 先生 ２年生副任 ２年目 生徒の指導補助、特別支援等 

 毎朝、新潟市中央区から白い飯豊の山々を背にした新緑の二王子と櫛形などを前

に見ながら、通勤しております。難曲に挑戦し、完成させて弾き切ったときの充実

感を求めてピアノ演奏を嗜んでおります。 

 小林 悟 先生 １学年主任兼１組担任 総合主任 １年目 保健体育 野球部 

 以前に勤務させていただいた加治川中学校に戻ってくることができました。当時

に生徒さんは保護者の方になっているかもしれません。｢緣｣を感じながらこれから

の日々を過ごしていきたいと思います。 

 松井 奈美 先生 ２年１組担任 特別活動主任 ２年目 英語 卓球部 

 心も体も大きく成長する中学時代。生徒の皆さんが、のびのびと生活して、多く

のことにどんどんチャレンジできるよう、精一杯サポートします。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 今井 彩香 先生 みのり２担任 １年副任 １年目 音楽・国語 吹奏楽部 

 明るく、素直な加治川中学校の皆さんと授業ができて本当に嬉しく思います。私

自身もさまざまなことにチャレンジし、皆さんと共にできたらいいなと思っていま

す。よろしくお願いします！ 

 小池 奈都美 先生 養護教諭 １年副任 ３年目 吹奏楽部 

 何事にも素直に熱心に取り組む加治川中生の皆さんと過ごしていると、とても温

かい気持ちになります。皆さん一人一人が心も体も健康に成長していけるよう、精

一杯サポートしていきたいと思います。 

 髙松 富美子 先生 理科（月・火・水・金曜日） １年目 

 窓から，校庭から素敵な景色を見ることができます。加治川中のみなさんにエネ

ルギーをいただきながら，いつか振り返ったとき，成長できたなあと思えるように，

日々を重ねていきたい思います。 

 木島 靖人 先生 技術（火曜日） ３年目 

 今年度も引き続き、全校の技術を担当します。みんなが、授業を熱心に楽しく受

けている様子をとてもうれしく思っています。楽しい授業になるように一生懸命頑

張ります。 

 肥田野 裕子 先生 家庭（火曜日） ７年目 

 ふたたび加治川中に勤務することになりました。中学生からたくさんのエネルギ

ーをもらって共にがんばることができ、とてもうれしく思います。大切な中学校生

活を充実したものにしていきましょう。 

 松川 滋子 先生 美術（水曜日・木曜日） ２年目 

 新たな加治川中生との出会いを大切にし、美術を中心に皆さんと関わり、実りあ

る１年間にしたいと思っています。一人一人の心を支え、成長の手助けができるよ

う、精一杯頑張ります。 

 谷治ニーラヌッ（ＪＡＮ） ＡＬＴ ４年目 

ＪＡＮ（ジャン）と呼んでください。タイのバンコクから日本に来て１5 年が経ち

ます。子どもたちの英語の学力がアップできるようにしたいと思います。英語を楽

しく好きになるように力を入れたいと思っています。 

 田辺 和也 用務手  １年目  

令和３年度のスタートにあたり、用務手として学校の設備・備品の安全点検を確

実に行うよう努めたいと思います。生徒一人一人がよりよい学校生活を送れるよう、

環境を整え美化向上にも尽力していきたいと思います。 

 

 



４月 7日(水)の入学式当日から４月１４日(水)までＷｅｌｃｏｍｅ Ｗｅｅｋ（新入生を

歓迎する週間）がありました。総務と委員会や２・３年生が役割分担をして取り組みました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会等 Welcome week 

総  務 階段に「祝入学」掲示 

生活委員会 ポスター作り（階段掲示） 

図書委員会 靴箱の名札つけ 

広報委員会 校舎紹介図の掲示 

給食委員会 ランチルームの飾り付け 

２学年委員会 生徒玄関の「祝卒業」掲示 

２・３年生から新入生への 

メッセージ作成 
３年生廊下（２年生作成） 

玄関前階段（総務） 

生徒玄関前（２学年委員会） 

生徒玄関（図書委員会） 

１年生廊下（２学年委員会/２･３年生） ２・３年生から新入生へのメッセージ 

広報委員会（職員玄関前） 

□Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｗｅｅｋ～新入生を歓迎する週間～  ４/７日（水）～１４日（水） 


