
 

 

入学式式辞より 
 

  暖かい春の光が校庭の桜のつぼみと戯れる季節になりました。本日ここに、阿賀町教育委員会教育長職務代理者  

齋藤吉平 様はじめ大勢の御来賓の皆様と新入生の保護者の皆様の御臨席を賜り、平成２９年度、阿賀町立 阿賀津

川中学校入学式を挙行できますことを、心から感謝申し上げます。有難うございます。 

 ５４名の新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。阿賀津川中学校職員と２、３年生は、今日の日を楽し

みに待っていました。私は、２，３年生とはまだ数時間のお付き合いしかしていませんが、あなたたちの後ろでこ

の入学式を温かく見守ってくれている先輩に、明るい挨拶と素敵な笑顔で迎えてもらいました。このような先輩が

いてくれて良かったな。有り難いな。と心から嬉しくなりました。日々の生活で分からないことがあれば先輩に聞

きましょう。丁寧に教えてくれるはずです。２，３年生のみなさん、よろしくお願いします。 

 次に、私から新入生のみなさんにお願いが二つあります。 

 １つ目は、「夢をもつ」ということで

す。「将来はプロのサッカー選手になる」

「プロ野球の選手になる」「看護師にな

る」「医者になる」「先生になる」・・・何

でもいいのです。大切なのは、夢をもつ

ことです。「どうしよう、俺には夢がな

い。夢なんて考えたこともない」という

人、心配いりません。阿賀津川中で探せ

ばいいのです。今もてばいいのです。そ

して、その夢は途中で変ってもいいので

す。大切なのは、「いつも夢をもってい

る」ということです。 

 ２つ目は、「友だちの良さを見つけて

認める」ということです。人間は誰にで

も「あの人嫌だな」と思うことがありま

す。私たち大人でもそうです。そんなとき、相手を遠ざけたり嫌ったりせず、その人の良いところを探し、見付け

てほしいのです。阿賀津川中学校は、津川小学校、三郷小学校、鹿瀬小学校、日出谷小学校、上条小学校、西川小

学校と六つの小学校出身のみなさんから支えてもらっている学校です。それぞれの学校で、育ってきた環境も文化

も違います。だからこそ、阿賀津川中学校で出会った「友だちの良さを見つけて認める」ことを強くお願いし、心

から期待しています。皆さん一人一人が阿賀津川中学校にとって大切な人なのです。もう一度、全校の皆さんに言

います。皆さん一人一人は、阿賀津川中にとってかけがえのない、大切な人なのです。だからこそ、夢をもって欲

しいですし、友だちの良さを見付けて認めて欲しいのです。 

  最後になりましたが、保護者の皆様、お子様のご入学、誠におめでとうございます。子どもたちは今日から、大

きな夢に向かって歩み出します。今後とも目配り、気配り、そして、夢の実現に向けて後押ししていただければ幸

いです。私たち教職員はお子さんの健全な成長のために、日々の教育活動に最善を尽くします。そして、学校と家

庭、地域との緊密な連携を図って参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 更に、当校の教育目標「知性を磨き 共に高め合う生徒」の達成を目指し、阿賀津川中教職員が一枚岩となって

邁進することをお誓い申し上げ、式辞といたします。 
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第10回入学式  ようこそ 阿賀津川中学校へ 

 ４月７日（金）平成 29年度阿賀津川中学校の入学式が行われました。阿賀津川中学校にとって１０

回目の記念すべき入学式でした。 

本年度の新入生は、男子３１名、女子２３名、計５４名、1学年は 2クラスとなります。 

朝からの雨があがり、春らしさを感じる天候の中、新しい制服に身を包んだ新入生が元気に登校しま

した。 

入学式では、たくさんの御来賓の皆様や小学校の担任の先生方、保護者の皆様が見守る中、胸を張っ

て返事をし、阿賀津川中学校の生徒としてのスタートを切りました。 

入退場では、やや緊張した様子で、初々しさもみられましたが、その奥にある期待や意気込みも感じ

られた入学式でした。 

迎えた 2，3年生も美しく気迫のこもった校歌で阿賀津川中学校の伝統を伝え、１０年目となる阿賀

津川中学校のスタートとなるとても厳粛な入学式でした。    

新入生代表 誓いの言葉 

桜のつぼみがふくらみ、自然豊かな阿賀町にも春の風が吹き始めま 

した。 

私達５４名は、今日の良き日にこの阿賀津川中学校へ入学しました。 

緊張と不安の中にも、これから始まる学校生活への期待で胸がいっ 

ぱいです。 

本日は、このように盛大な式を行っていただき、ありがとうござい 

ます。 

これから、この中学校で学ぶ３年間、私たち新入生は共に成長し、 

助け合っていく関係となるでしょう。こんなに心強い仲間と入学で 

きることをとても嬉しく思います。 

また、勉強や部活動はもちろん学校行事など、何事にも全力で取り組みながら友達や先輩方と楽しく・仲良く過ご

し充実した生活を送れるようにしたいです。 

先生方や先輩方から様々なことを教えていただき、日々成長するために努力していきます。 

今はまだ分からないことばかりで、中学校生活ではたくさん悩み、立ち止まってしまうことがあると思います。で

も、私達は「やる気」と「元気」は充分にもっていますので、強い心で乗り切り、壁を越えていけるように頑張りま

す。 

時には、お力をお借りすることがあると思います。そのときは、先生方、先輩方、保護者の皆様、地域の皆様、応援

やあたたかいご指導、よろしくお願いいたします。 

本日は、本当にありがとうございました。 

                              新入生代表  

１年１組集合写真                     １年２組集合写真 



 

 平成 29年度 転入職員 お世話になります。 
校 長 長谷川秀夫      村上市立岩船中学校より 

教 諭 佐藤 和代 （国語） 阿賀野市立笹神中学校より 

教 諭 鈴木 隆士 （数学） 五泉市立川東中学校より 

教 諭 伊藤エリカ （英語） 五泉市立五泉中学校より 

教 諭 阿部 建太 （数学） 県立佐渡特別支援学校より 

教 諭 横山 政佳（技術・数学）    新採用 

常勤講師 石川 慶知 （体育） 五泉市立山王中学校より 

 

新任職員のあいさつ （個人情報保護の観点から画像処理を施しています。ご了承ください） 

長谷川秀夫 「こんにちは！」という、明るく元気な挨拶で、私は２・３年生に迎えて貰いました。私の心

は、とても嬉しく温かくなりました。      

時の経つのは早いもので、津川中・鹿瀬中・上川中の三校が統合して１０年になります。この

節目の年に着任させていただいたことに、感謝いたします。５４人の新入生を加え、１５１人の

全校生徒と、２５人の教職員とともに成長します。様々な面でお世話になりますが、よろしくお

願いいたします。 

佐藤和代 阿賀野市立笹神中学校からまいりました佐藤和代といいます。二十数年前に上川中学校へ学校

に勤務していました。また阿賀町の生徒と一緒に生活ができることを嬉しく思います。 

私は「一所懸命」いう言葉が好きです。阿賀津川中の生徒の皆さんと、自分がやるべきことを

一つ一つ丁寧に「一所懸命」に取り組んできたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 

鈴木隆士 ４月から阿賀津川中学校でお世話になる鈴木隆士と申します。部活動等で何度か阿賀津川中学

校の生徒を見かけたことがあり、その時はとても一生懸命な姿が印象的でした。そんな素敵な生

徒達と一緒に活動ができることが本当に嬉しいです。 

好きな言葉は「気合と根性」です。みなさんと一緒に何事も精一杯頑張りたいと思っていま

す。どうぞよろしくお願いします。 

伊藤エリカ 赴任初日、阿賀津川中学校学区の６つの小学校に挨拶に行ってきました。どの小学校もとても

あたたかい雰囲気で、生徒たちがたくさんの愛情を受けて成長してきたことを感じました。そん

な生徒たちとの学校生活が始まることをとても楽しみにしています。愛情あふれる阿賀町で、私

もたくさんの愛情をもって生徒と接していきたいと思っています。どうかよろしくお願いしま

す。 

阿部 建太 佐渡特別支援学校よりまいりました、阿部建太と申します。生徒のみなさんとの数学の授業を

とても楽しみにしています。出身は佐渡島の両津というところです。音楽が好きで、高校では吹

奏楽部、大学では軽音楽部に所属していました。ギター・ベース・ピアノを弾くことと、ライブ

を見に行くことが趣味です。サッカーやバレーボールなどボールを使ったスポーツも好きです。

どうぞよろしくお願いします。 

横山 政佳 この度、新採用で阿賀津川中学校に着任しました。美しく、豊かな自然に囲まれた土地で、何

気なく窓の外に目をやるだけで素晴らしい風景がすぐそこにあります。２年間を阿賀町で過ごし

ましたが、飽きることはなく、依然として私の目を楽しませてくれます。 

 このような阿賀町で新しいスタートができることをとてもうれしく思います。どうぞよろしく

お願いします。 

石川 慶知 五泉市立山王中学校からまいりました石川慶知です。始業式の校歌を聞いた時、感動と生徒のパ

ワーを感じました。私も、生徒のパワーに負けないように、日々全力で生徒とともに学校生活を

送ろうと思いました。趣味はドライブです。４０分の通勤で阿賀町の四季や魅力を見つけながら

務めていきたいと思います。これから、どうぞよろしくお願い致します。 



 

＜４月の主な予定＞ 

 

 １２日（水）～１４日（金） 3年修学旅行（関西方面）  

 １７日（月） 全校朝会、職員会議 

   PTA懇談会・専門委員会・理事会 

１８日（火） 全国学力･学習状況調査（3年） 

１９日（水） 尿検査、生徒会専門委員会 

２０日（木） 部活動集会 

２１日（金） 野外活動（1年）〔会津自然の家〕 

２２日（土） 授業参観・ＰＴＡ総会・歓送迎会 ※給食なし 15:00下校 

２４日（月） 郡市中教研総会（職員出張） ※給食なし 1２:00下校 

２５日（火） ＮＲＴ（全国標準学力検査） 

２８日（金） 振替休日 4月2２日分 

 

  

平成２９年度 阿賀津川中学校スタッフ 

  学年 氏  名 教科 部活動 PTA委員会 

１
学
年
部 

１学年主任 佐藤 和代 国語 ソフトボール １学年 

１年１組担任 渡邊 義宏 英語 野球 企画運営 

１年２組担任 髙橋 翔 音楽、数学 吹奏楽 校外 

１学年副任、３組担任 阿部 建太 数学 サッカー 企画運営 

２
学
年
部 

２学年主任 石黒富久美 英語 卓球 ２学年 

２年１組担任 鈴木 隆士 数学 卓球 企画運営 

２年２組担任 長谷川大輔 理科 ソフトボール 事務局 

２学年副任 度會理穂子 社会 バレーボール 文化広報 

２学年副任 石川 慶知 体育 バスケットボール 事務局 

３
学
年
部 

３学年主任 梅野 信浩 体育 野球 ３学年 

３年１組担任 伊藤 エリカ 英語 バスケットボール 文化広報 

３学年副任 横山 政佳 技術,数学 サッカー 校外 

３学年副任、３組担任 山﨑 正弘 社会 総合文化 校外 

４
学
年
部 

 校長  長谷川秀夫      

 教頭  横山 雅史 理科   事務局 

 教諭 本間  勇 国語 バレーボール 事務局 

事務主幹 保科 和美      

養護教諭 横山 裕香   吹奏楽・総合文化 文化広報 

非常勤講師  佐久間節子 家庭    

非常勤講師  西野  勲 美術    

用務員 浅沼 義則      

介助員 山本恵利子      

ＡＬＴ アリサ カーティンディック 英語    

スクールカウンセラー 寺門 洋介      

心の教室相談員 平塚 小枝      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


