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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

皆さんの入学を待っていたかのように桜の花のつぼみもほころび始め、降

り注ぐ柔らかな陽射しが春の訪れを感じさせてくれる今日の佳き日に、阿賀

町教育長 遠藤 佐（えんどう たすく）様をはじめ、新入生の保護者の皆

様の御臨席を賜り、令和２年度、阿賀町立阿賀津川中学校の入学式を挙行で

きますことを、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。

４８名の新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。先生方はもとよ

り、皆さんの後ろで温かく見守っている２、３年生の先輩が、皆さんの入学を心待ちにしていま

した。とても頼もしく、優しい先輩です。今の皆さんの希望と不安の入り交じる気持ちを一番分

かるのが、１年前、２年前に、皆さんと同じ席に座っていた２、３年生の先輩です。日々の生活

の中で分からないことがあれば、先輩に聞きましょう。親身になって教えてくれるはずです。２、

３年生の皆さん、よろしくお願いします。

さて、元号が「令和」となり、最初の入学式です。そして、阿賀津川中学校にとっては、それ

ぞれ統合した津川小学校と上川小学校を卒業した生徒を迎え入れる記念すべき最初の入学式です。

しかし、今年の春は、新型コロナウイルスの影響もあり、世の中が自粛ムードに包まれ、例年

とは違う春です。だからこそ、明るい未来を担い、希望に満ちた皆さんに期待を込めて伝えます。

タンポポの花が、道路わきのアスファルトの割れ目から芽を出し、花を咲かせているのを目に

したことがあります。どんな自然環境においても、花を咲かせる生命力の強さを感じます。人も

同じです。

どんな状況下においても、たくましく生き抜いていけるのは、最も強く、丈夫な身体をもつ人

間ではありません。また、最も賢く、勉強のできる能力の高い人間が生き延びるわけでもありま

せん。

アスファルトに咲くタンポポの花のように、これからの時代をたくましく生き抜いていけるの

は、変化に対応でき、成長し続ける人間です。

小学校から中学校に環境が変わります。中学生になると制服を着て学校に通学します。小学校

と違い、中学校では教科ごとに教える先生が替ります。また中には、歩いて小学校に通っていた

人がスクールバスで通うことになったり、スクールバスに乗っている時間が長くなったりする人

もいるかもしれません。様々、変わる環境に慣れなくてはなりませんが、人によって、その慣れ

るスピードは違います。人は、それぞれ違って当り前です。何も心配することはありません。先

生方や、２、３年生の先輩方が後押ししてくれます。安心して学校生活を送りましょう。心から

皆さんを応援しています。

最後になりましたが、保護者の皆様、お子様の御入学、誠におめでとうございます。

我が子が声を発しただけで感激したり、我が子が自分の力で立ち、歩き始めただけで感動した

りしていた、その我が子が、今日からは中学生です。

私たち教職員はお子様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まいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

当校の教育目標「知性を磨き 共に高め合う生徒」の育成を目指し、阿賀津川中学校教職員が

ワンチームとなり、邁進することをお誓い申し上げ、式辞といたします。

校 長 稲生 一徳

白 嶺 青 龍



第1３回入学式 ようこそ 阿賀津川中学校へ

４月７日（火）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、1３回目の入学

式となります。今年度の新入生は、男子2３名、女子２５名、計4８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、

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。

入学式より

生徒代表 誓の言葉 １年２組 長谷川 太洋さん

あたたかな春の訪れと共に、私たち４８人は、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。

本日はわたしたちのために入学式をひらいていただき、ありがとうございます。これから阿賀津川

中学校の一員として新しい友だち、先輩方、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。

わたしたちは勉強や部活動はもちろん、学校行事などでは先輩方と共に全力で取り組みながら、充実した中学校生活

を送れるようにしたいと思います。今はまだわからないことばかりです。そしてたくさん悩み、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、仲間と共に強い心で乗り切り、壁を越えていけるように頑張ります。

私たちは、この阿賀津川中学校で勉強や部活動を通して、先輩方のように心や体をきたえていきていと思います。先

生、あたたかいご指導をよろしくお願いします。

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２組 小森田 明香さん

一日一日と暖かくなり始め、春の陽射しが心地よく感じられる季節となりました。

今日から阿賀津川中学校で新たな一歩を踏み出される新入生の皆さん、ご入学おめでとうござ

います。今、皆さんは中学校生活への期待と不安でいっぱいなのではないでしょうか。中学校

では、行事や学習、生活などで、小学校とは違うこところがたくさんあります。

まずは行事です。この学校には阿賀青龍祭と白嶺祭という二大行事があります。どちらも生徒が中心となって

行事を作り上げます。最初は心配なところも多いと思います。でもその心配も中学校生活の自信へと変わり、と

ても充実したものとなるでしょう。

まずは青龍祭を紹介します。青龍祭とは、小学校の運動会にあたります。赤連合と白連合に分かれて、競技の

部、応援の部、パネルの部で勝利を目指し、戦います。クラスや学年を越えて熱くなり、絆が生まれることでし

ょう。

もう１つの行事、白嶺祭。白嶺祭は小学校の文化祭にあたります。様々な作品展示がありますが、やはりメイ

ンは、合唱コンクールです。優勝の飯豊賞、準優勝の御神楽賞、３位の麒麟賞の三つの賞があり、各クラスで最

高の合唱を目指し、心を一つにして歌います。そして、全校合唱「花は咲く」では、全校が一つとなり、とても

感動するものとなるでしょう。

学習面では、本格的に英語の授業が始まります。そして、定期テストという年に四回行われるテストがありま

す。学年が上がっていくにつれて勉強の内容が難しくなりますが、毎回の授業に集中し、家庭学習も工夫して、

自分の覚えやすい勉強方法を見つけてください。

部活動は全部で八つあります。毎日、放課後に活動しています。どの部活動も大会やコンクールに向けて、仲

間と切磋琢磨しながら、絆を深め、素晴らしい三年間にしてください。

中学校生活は三年間しかありません。ぜひいろいろなことに挑戦し、充実した学校生活を送ってください。私

たち二、三年生は、皆さんと共に、阿賀津川中学校の伝統を受け継いでいき、さらに素晴らしい学校にしていき

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、８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。

県教育庁より、新任校長として着任しました稲生 一徳（いのう かずのり）と申し

ます。想像してください。身長178cm、体重70kg、52歳、若い時は福山雅治に似

ていました。出身は旧上川村です。30数年前に上川中学校を卒業し、平成３年度に

１年間だけ母校に講師として勤務しました。統合した阿賀津川中学校の皆さんは私の

後輩です。愛するふるさとの教育のために尽力します。生徒の皆さんと保護者の皆

様、そして先生方で力を合わせて令和２年度の阿賀津川中学校を創っていきましょ
稲生 一徳 う。高校野球が好きなので、シーズンが待ち遠しいです。

阿賀野市立水原中学校から来ました、鈴木広宣（すずきひろのり）です。教科は社

会科、部活動はソフトボール部を担当させていただくことになりました。生徒の皆さ

んの元気とパワーに負けないように、私も全力で頑張っていきたいと思います。

いろいろと慣れないところもあるかと思いますが、「謙虚」に学んでいきたいと思

鈴木 広宣 いますので、遠慮なく教えてください。どうぞよろしくお願いします。

新発田市立猿橋中学校から参りました、早川あゆみと申します。教科は国語と家庭

科を担当します。授業、行事、部活動など、日頃の学校生活の中で、生徒のみなさん

が笑顔で元気に頑張る姿を楽しみにしています。私自身、初めてのことばかりなの

で、チャレンジ精神旺盛に過ごしていきたいと思います。また、「あいさつ」と「笑

早川あゆみ 顔」を大切にしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

五泉市立川東中学校より参りました、樋口裕也（ひぐちゆうや）といいます。教科

は理科、部活動は卓球になります。お隣五泉市出身です。通勤時間が約４倍になり、

少しだけ早起きをしなければならなくなりました。早寝早起きを心がけ、１日でも早

く、阿賀津川中学校に慣れて、皆さんと多くの経験をしていきたいです。よろしくお

樋口 裕也 願いいたします。

村上市立朝日中学校から来ました、清野絢（せいのあや）と申します。１年１組担

任、教科は国語です。出身は阿賀野市です。通勤途中に見える桜や山、ゆったりと流

れる阿賀野川が絶景で嬉しくなりました。ご縁があって阿賀津川中学校でこれからお

世話になります。どんな出会いが待っているのか、とても楽しみにしています。阿賀

清野 絢 町のことをたくさん教えてください。よろしくお願いします。

みなさんはじめまして！渡辺秀和と申します。昨年までは新発田市立猿橋中学校に

いました。1年2組担任、教科は技術・理科、部活動はサッカー部(副顧問)と部活外

競技を担当します。 阿賀町に住むのは初めてで、来たこともありませんでした。阿

賀町の先輩として、魅力を教えてください。どうぞよろしくお願いします。

渡辺 秀和

みなさん、初めまして。辻川英夫（つじかわ ひでお）と申します。学習指導支援

員として勤務します。学年は３学年に所属します。出身は、五泉市です。阿賀町の勤

務は初めてなので、とても楽しみにしています。早く慣れて、皆さんと一緒にこの学

校を盛り上げていければいいなと思っています。よろしくお願いします。

辻川 英夫

津川小学校より参りました、長谷川等といいます。自然いっぱいに囲まれた母校に

勤務することになり、大変嬉しく思っています。中学校の勤めは初めてですが、１日

も早く学校になれるよう、頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

長谷川 等



２０２０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 鈴木 広宣 社 会 ソフトボール １学年

年部 １年１組担任 清野 絢 国 語 バレーボール 文化広報

１年２組担任 渡辺 秀和 技術、理科 サッカー(副)、部活外 校外

１学年副任、３組Ｂ担任 西野 陽子 音 楽 吹奏楽 １学年

２学 ２学年主任 早川あゆみ 国語、家庭 総合文化 ２学年

年部 ２年１組担任 石川 公康 理 科 サッカー 文化広報

２年２組担任 山田有貴子 社 会 バレーボール(副) ２学年

２学年副任、３組Ａ担任 阿部 建太 数 学 ソフトボール(副)、軟式野球(副) 校外

３学 ３学年主任 佐藤 泰幸 保健体育 バスケットボール ３学年

年部 ３年１組担任 渡邊 義宏 英 語 軟式野球 企画運営

３年２組担任 伊藤エリカ 英 語 バスケットボール ３学年

３学年副任 樋口 裕也 理科 卓球 企画運営

３学年副任、学習指導補助員 辻川 英夫 保体・英語

４学 校長 稲生 一徳 副会長

年部 教頭 高橋 学 数 学 事務局

教務主任 鈴木 隆士 数 学 卓球 事務局

事務主幹 猪又久美子 事務局

養護教諭 権瓶 典子 吹奏楽(副)、総合文化(副) 文化広報

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

介助員 長谷川 等

ＡＬＴ ブレイク ニコル

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》

９日(木) 特編授業 清掃班長指導会

10日(金) 特編授業

13日(月) 全校朝会

14日(火) 部集会 専門委員会 尿検査 ＰＴＡ学年・専門委員会、理事会

15日(水) 生徒朝会 ５限授業日 SB14:55

16日(木) 部集会（生徒総会議案書作成）

17日(金) フッ素洗口

20日(月) 生徒朝会 耳鼻科検診 訪問給食2-1

22日(水) 生徒総会議案書学級討議 ５限授業日 SB14:55

29日(水) 昭和の日

30日(火) 生徒総会①

※ 新型コロナウイルスの感染防止措置のため、５月６日(水)まで部活動は休止となりまし

た。また、当初予定していた4/25のＰＴＡ総会、歓送迎会や１年生の野外活動について

は、中止となりました。


