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教育目標 知性を磨き、共に高め合う生徒

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今日の佳き日に、阿賀町長

神田 一秋 様、県議会議員議長 澤野 修 様、町議会議長 齋藤 秀雄 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、

第１２回、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。

41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。新入生の皆さんの後ろでこの入学

式を温かく見守ってくれている先輩は、明るい挨拶と何事にも一生懸命に取り組む行動力があり

ます。昨年、あるいは一昨年当校に入学し、成功したり失敗したりの様々な経験を重ね、大きく

成長しました。このような先輩がいてくれて良かったな、有り難いな、と嬉しく思っています。

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伝えたいことが二つあります。

一つ目は、「夢をもつ」ということです。（中略）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。

二つ目は、「友だちの良さを見つけて認める」ということです。（中略）

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、友

だちの良さを見つけて認め、頑張ろうとする気持ちをひとつにして、全校生徒の皆さんの笑顔が

はじける楽しい中学校生活を送ろうではありませんか。

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

に向けて後押しをし、保護者の皆様が仲良く連携を図っていただければ幸いです。何か気になる

ことがございましたら、連絡をいただければと思います。私たち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」の具現を目指し、当校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。

平成31年４月８日

阿賀町立阿賀津川中学校長 長谷川 秀夫

白 嶺 青 龍



第12回 入学式 ようこそ 阿賀津川中学校へ

４月８日（月）午後1:30より、当校の入学式を行いました。阿賀津川中

学校としては、1２回目の入学式となります。今年度の新入生は、男子2２

名、女子１９名、計4１名。1年生は2クラス編成です。

春らしさを感じる天候の中、真新しい制服に身を包んだ新入生が元気に

登校してきました。入学式では、たくさんの御来賓の皆様や小学校の時の

担任の先生方、保護者の皆様が見守る中、堂々と胸を張って返事をするこ

とができました。

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

れる入学式でした。いよいよ新たな学校生活の始まりです！

入学式より

生徒代表 誓の言葉 １年２組 後藤 愛璃さん

あたたかな春の光に誘われて、この阿賀町の桜のつぼみもふくらみ始めた今日。大きな希望を胸に抱

いて私たち４１名は、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。これから新しい友達、先輩、

先生方と出会い、たくさんの思い出ができると思うと、とても楽しみです。

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

す充実した生活を送るようにしたいです。

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

私たちは強い心で乗り切り、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。その時は先輩方、先生方、保護者の皆様、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。

生徒代表 歓迎の言葉 ３年１組 清野 碧生さん

一日一日と暖かくなり始め、春の日差しが心地よく感じられる季節となりました。今日から新たな

一歩を踏み出す新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。今、皆さんは期待と不安でいっぱい

なのではないでしょうか。

中学校は小学校と違うところがたくさんあります。まず、部活動です。全部で八つの部活動があり、毎日、放課後

に活動しています。どの部も大会やコンクールに向けて、一生懸命練習をしています。自分のやりたい部活動を見つ

けて、先輩と活動をしてください。 学習面では、本格的に英語の授業が始まります。また、年間四回、定期テスト

が行われます。学習の内容はだんだん難しくなり、覚えなければならないことも増えてきます。毎日の授業をしっか

り受けて、分からないところは質問するといいと思います。

行事では、阿賀津川中学校の二大行事である阿賀青龍祭と白嶺祭を紹介します。阿賀青龍祭というのは、体育祭の

ことです。赤連合と白連合に分かれて、競技の部・応援の部・パネルの部の三冠を目指して戦います。小学校の運動

会よりも熱く、盛り上がるものになります。もう一つの行事・白嶺祭のメインは合唱コンクールです。合唱コンクー

ルでは、飯豊賞・御神楽賞・麒麟賞の三つがあり、それらを目指して各クラスが競い合います。また、毎年歌い継が

れている全校合唱「花は咲く」があります。全校が一つとなり、素晴らしい合唱を作り上げましょう。合唱の他にも

生徒の作品の展示や生徒会企画などがあります。一緒に協力して、行事を頑張っていきましょう。

中学校の三年間はあっという間に過ぎていきます。自分から進んでいろいろなことにチャレンジし、実りある三年

間を進んでいってください。皆さんとの学校生活を楽しみにしています。これから共に、阿賀津川中学校を盛り上げ

ていきましょう。



新しい先生方がやってきました！
◎この春の異動で、９人の職員が当校にまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。

五泉市立五泉中学校から参りました、事務主幹の猪又久美子です。大好きな阿

賀町に勤務できることをとても嬉しく思っています。４９号線の景色の美しさを

感じながらの通勤。温泉めぐりに冬のスキーを楽しみに日々の仕事をがんばりま

す。

猪又久美子

阿賀野市立笹神中学校から参りました、西野陽子（にしのようこ）と申します。

教科は音楽、部活動は吹奏楽を担当させていただきます。平成８年～平成１０年ま

で津川町立津川中学校に勤務していたので、２度目の阿賀町勤務となります。阿賀

町の子どもたちは明るく、純朴でがんばり屋さんが多いので、一緒に頑張っていこ

西野 陽子 うと思います。よろしくお願いします。

見附市立今町中学校から参りました。佐藤泰幸といいます。出身は村上市です。

これまでは中越地区の学校に勤務していました。初めて下越地区の学校に勤務でき

るということで、大変嬉しく思っています。生徒指導主事、２学年主任を仰せつか

りました。一日も早く阿賀津川中学校の一員としてがんばりたいと思います。よろ

佐藤 泰幸 しくお願いします。

加茂市立葵中学校より参りました。石川公康と申します。初めて阿賀町に来たと

き、山に囲まれた自然豊かな環境が、私の故郷と似ていて本当に心が安らいだこと

を覚えています。部活動に来ていた生徒たちの元気なあいさつに不安が一気に取り

除かれました。本当にありがとうございました。笑顔で一所懸命頑張りますのでよ

石川 公康 ろしくお願いします

日出谷小学校から参りました。３０数年前《年齢がバレバレですね！》、津川中学

校時代に10年ほど勤務し、ご縁をいただき、今回2回目の勤務となり、また母校で

もあります。エネルギッシュな中学生からエネルギーを注入してもらいながら、元気

を振り絞ってがんばりたいと思います。よろしくお願いいたします。

権瓶 典子

阿賀野市立水原中学校より参りました、山田有貴子(やまだ ゆきこ)と申します。

１年２組担任、教科は社会科、部活動はバレー部を担当します。阿賀津川中学校の

生徒は素直で人懐っこい生徒ばかりときいています。阿賀町１年生です。阿賀町の

良いところをぜひ、教えてください。

山田有貴子

３月に新潟大学を卒業し、阿賀津川中学校に参りました島影樹（しまかげたつき）といいま

す。高校の時に所属していたのがボート部であったことから、この阿賀町には大会などで訪れるこ

とが何度もありました。その時に豊かな自然と美味しい食べ物、とても親切な町の方々に出会った

ことを覚えています。そして今回は、元気な挨拶をしてくれた阿賀津川中学校の生徒の皆さんに出

島影 樹 会えてとてもうれしく思っています。これからよろしくお願いいたします。

３月末で閉校になった三郷小学校から参りました。歴史と伝統があり、豊かな自

然に恵まれた阿賀津川中学校に勤務できることを大変嬉しく思っています。栃堀か

ら通勤しています。中学校の勤務は初めてですが学習指導補助員として、保護者や

地域の皆様、先生方からお力添えをいただきながら、子どもたちの健やかな成長の

長谷川栄一郎 ために全力を尽くします。どうぞよろしくお願いいたします。

３年前、鹿瀬小学校に異動となり、縁あって再び当校に勤務することになりまし

た。介助員の仕事をさせていただいて、「どこまで支援したらいいか」考えることがあ

ります。いろんな場面がありますが、手を差し出さないことも大切な支援ということを

知りました。初心に戻り、一生懸命務めたいと思いますのでよろしくお願いします。

渡部 友子



２０１９年度 阿賀津川中学校スタッフ

学 年 所 属 等 氏 名 教 科 部 活 動 PTA委員会

１学 １学年主任 石黒富久美 英語、家庭 総合文化 １学年

年部 １年１組担任 鈴木 隆士 数 学 卓球 企画運営

１年２組担任 山田有貴子 社 会 バレーボール 校外

１学年副任、３組担任 島影 樹 理 科 サッカー １学年

２学 ２学年主任 佐藤 泰幸 保健体育 バスケットボール ２学年

年部 ２年１組担任 伊藤エリカ 英 語 バスケットボール ２学年

２年２組担任 渡邊 義宏 英 語 軟式野球 企画運営

２学年副任、３組担任 西野 陽子 音 楽 吹奏楽 文化広報

３学 ３学年主任 佐藤 和代 国 語 ソフトボール、軟式野球 ３学年

年部 ３年１組担任 石川 公康 理 科 ソフトボール 文化広報

３年２組担任 横山 政佳 数学、技術 サッカー 校外

３学年副任 度會理穂子 社 会 卓球 ２学年

３学年副任、学習指導補助員 長谷川栄一郎 保健体育

４学 校長 長谷川秀夫 副会長

年部 教頭 高橋 学 数 学 事務局

教務主任 本間 勇 国 語 バレーボール 事務局

事務主幹 猪又久美子 事務局

養護教諭 権瓶 典子

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

介助員 渡部 友子

ＡＬＴ アリサ カーティンディック

スクールカウンセラー 小林 勉

心の教室相談員 平塚 小枝

《４月の主な予定》

1１日(木) ＰＴＡ学年懇談会、専門委員会、理事会

15日(月) 4/20の代休

16日(火) 全校朝会、３年内科・結核検診、専門委員会

17日(水) 尿検査、部活動休止日、ＳＢ14:55

18日(木) ３年全国学力検査、部集会（１年正式入部）

20日(土) 授業参観、PTA総会、PTA歓送迎会（花みず木）

22日(月) 部活動休止日、３限後下校、ＳＢ12:00

23日(火) 生徒朝会

25日(木) １年野外活動（会津自然の家）、２・３年連携英語開始

26日(金) フッ素洗口、生徒総会①

29日(月) 昭和の日

30日(火) 国民の休日

※５月に元号が「令和」に代わることもあり、今年のゴールデンウィークは、4/27(土)から

5/6(月)までの10連休となります。計画的に、有意義に過ごして欲しいと願います。


