
 

 

入学式式辞より 
 

  暖かい春の光が校庭の桜と戯れる今日の佳き日に、阿賀町副町長 

波田野正博様はじめ大勢の御来賓の皆様並びに新入生の保護者の皆様

の御臨席を賜り、平成３０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。 

 ４３名の新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。本校職員

と２、３年生は、今日の日を楽しみに待っていました。あなたたちの

後ろであなたたちを温かく見守ってくれている先輩がいます。とても

頼もしい先輩です。私は、このような先輩がいてくれて良かったな。有り難いな。と大変嬉しく思って

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。 

 さて、私から新入生のみなさんにお願いが２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。「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。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、理解する」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。それぞれの小学校で、育ってきた環境も文化も違います。だからこそ、中学校生活の中

で「友だちの良さを見つけて認め理解する」ことを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。２，３年生もそうです。つまり、全校生徒の皆さん一人一人は、阿

賀津川中学校にとってかけがえのない、とっても大切な人なのです。 

  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。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、地域そして阿賀黎明高等学校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。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。 
 

         平成30年４月6日 

                                       阿賀町立阿賀津川中学校長 長谷川 秀夫 

 

※ 当日は天気予報が外れ、入学式に相応しい素晴らしい天候となりました。本校教育活動への御理解と御協力をよろ

しくお願いいたします。  
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第11回入学式  ようこそ 阿賀津川中学校へ 

 

４月６日（金）午後 1:30より、平成 30年度阿賀津川中学校の入

学式が行われました 。阿賀津川中学校としては、11回目の入学式

となります。 

本年度の新入生は、男子 23名、女子 20名、計 43名。1年生は 2

クラス編成となります。 

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。 

入学式より 

    生徒代表 歓迎の言葉   ３年１組 杉崎 こころ 

厳しい冬も終わり、阿賀町にも春の訪れが感じられる 

季節となりました。 

今日、中学生として新たな一歩を踏み出した新入生の 

皆さん、阿賀津川中学校へのご入学おめでとうござい 

ます。 

制服を着て、新しい仲間と迎えた入学式、今の気持ち 

はどうでしょうか。おそらく、中学校生活への期待と不 

安でいっぱいなことでしょう。中学校は行事、学習、生 

活と、それぞれにおいて、小学校とは違うところがたく 

さんあります。特に行事は、生徒が中心となり、全校生徒で一つ一つ創り上げていきます。最初は戸惑う

ことも多いでしょうが、自信をもって挑戦していってください。中学校生活は自分のやる気と頑張りしだ

いで、とても充実したものとなります。私達先輩が精一杯応援します。 

皆さんは、二大行事である阿賀青龍祭と白嶺祭をご存じでしょうか。阿賀青龍祭とは体育祭のことで、

小学校では運動会にあたります。全校生徒が赤連合と白連合に分かれて、競技の部、応援の部、パネルの

部で勝利を目指して競います。毎年、両連合による熱い戦いが繰り広げられ、クラスはもちろん、学年を

超えた絆が生まれ、たくさんの思い出ができます。二大行事の二つ目である白嶺祭、これは小学校では文

化祭にあたります。美術や技術・家庭、書道等の作品展示や生徒会主催の催し物、吹奏楽部の演奏などを

行っていますが、メインとなるのはやはり合唱コンクールです。合唱コンクールには優勝の飯豊賞、準優

勝の御神楽賞、三位の麒麟賞の三つの賞があります。各クラス、最高の合唱を目指して、一生懸命練習し、

心を一つにして歌います。大勢での合唱は毎年、会場を感動の渦に巻き込みます。 

 学習面では、本格的に英語の授業が始まります。小学校で学習したことを生かして、元気よく楽しく学

んでいきましょう。また、定期テストと呼ばれるテストが年に四回行われます。勉強の内容は難しく、覚

える量も多くなります。一時間一時間の授業に集中して取り組み、疑問に思ったことは遠慮せず何でも質

問し、学習を進めていくと良いと思います。 

部活動は全部で八つの部があり、毎日放課後、活動しています。どの部も大会やコンクールに向けてチ

ーム一丸となって練習に励んでいます。大変なことももちろんありますが仲間と切磋琢磨しながら多くの

ことを学び、実りある三年間にしてください。 

いくつか、学校生活を紹介しましたが、これから先、新しいことがたくさん待っています。私達二・三

年生は皆さんと過ごす中学校生活をとても楽しみにしています。様々な活動を共に頑張り、開校十一年目

の阿賀津川中学校をさらにすばらしい学校にしていきましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 30年度 転入職員 「お世話になります！」 
 

◎春は出会いの季節といいます。この春の異動で、２人の職員が当校に 

まいりました。よろしくお願いいたします。 

 

教   頭 高橋  学（数学）村上市立荒川中学校教頭より 

常勤講師 外﨑 辰弥（理科）新採用 
 

新任職員のあいさつ 

高橋  学 

このたび、ご縁があって、今春より当校の教頭を務めることになりました高橋です。前任校は

村上市立荒川中学校です。これまでの教職生活の中で、東蒲原郡の学校勤務は初めてではありま

すが、以前より阿賀津川中学校の素晴らしさは耳にしており、赴任を楽しみにしていました。 

先月のオリエンテーションでこちらにおじゃました時から、部活動の生徒に皆さんから「こん

にちは！」と元気で明るいあいさつをたくさんかけてもらいました。とっても心が温かくなり、

感謝しています。これから教頭として、一生懸命務めさせていただきます。どうぞよろしくお願

い致します。 

 
 

外﨑 辰弥 

 今年度から阿賀津川中学校で勤めることになりました。初めて阿賀町を訪れた際、雄大な阿賀

野川や立派な麒麟山に驚きました。 

 まだ阿賀津川中学校に勤務して数日ですが、あいさつが飛び交う生徒の姿や、温かく見守って

くださる保護者の皆様と地域の方々の姿を見て、素敵な中学校であると感じました。 

 社会人１年目ということもあり、未熟な部分があると思いますが、精一杯頑張っていきますの

でよろしくお願い致します。  

新入生代表 誓いの言葉   １年１組 波田野 萌結 

 日ごとに温かくなり、周りに見える白き嶺も春の日ざし 

に輝き、阿賀の清流も雪どけの水を受け、力強く流れてい 

ます。制服に袖を通し、厳粛な入学式の場に立つと身も心 

もぐっと引き締まる思いです。 

 先日、中学校の体験入学で初めて中学校に来ました。体 

験入学では、英語の授業に参加し、部活動を見学させてい 

ただきました。英語の授業では、小学校の外国語活動とは 

違い、長文を理解して書いたり、話したりしないといけな 

いのだと分かりました。また、部活動見学では、先輩たち 

が声を掛け合いながら一生懸命に取り組んでいました。私 

も目標をもって部活動をがんばります。 

 私の将来の夢は製剤研究者です。病気で困っている人を助けたいという思いから、この仕事に就けたら

と考えています。製剤研究者になるには、理科や数学、英語がとても大切です。小学校生活で続けてきた

復習を中学校でも行い、得意教科にできるようにします。小学校の担任の先生に文武不岐という言葉を教

えていただきました。文武不岐とは、学問も武道もどちらかが大切なのではなく、どちらも一体となる大

切なものという意味なのだそうです。 

 私は、この阿賀津川中学校で勉強や部活動で心と体をきたえ、夢への扉を開きます。先生方、ご指導よ

ろしくお願いします。 

 



 

＜４月の主な予定＞ 

 １２日（木） PTA学年懇談会・専門委員会・理事会（18:30～） 

 １６日（月） 全校朝会・Ⅰ期時間割開始・部活動休止日 

１７日（火） 全国学力･学習状況調査（3年）・尿検査・訪問給食２－１ 

１９日（木） 生徒会専門委員会 

２０日（木） 部活動集会（１年生正式入部） 

２１日（土） 授業参観・ＰＴＡ総会・歓送迎会（赤崎荘） ※給食なし 15:00下校 

２３日（月） 生徒朝会・郡市中教研総会（職員出張） ※給食なし 1２:00下校 

２４日（火） 野外活動（1年）〔会津自然の家〕 

２５日（水） 学校預かり金口座振替日 

２６日（木） ＮＲＴ（全国標準学力検査） 

２７日（金） 代休（4月2１日分） 

２９日（日） 昭和の日 

３０日（月） 振替休日 

 

 

 

平成３０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 梅野 信浩 保健体育 軟式野球 １学年 

１年１組担任 渡邊 義宏 英語 軟式野球 企画運営 

１年２組担任 阿部 建太 数学 サッカー 文化広報 

１学年副任、３組担任 伊藤 エリカ 英語 バスケットボール １学年 

１学年副任、養護教諭 髙橋 裕香  吹奏楽・総合文化 文化広報 

２
学
年
部 

２学年主任 佐藤 和代 国語 ソフトボール ２学年 

２年１組担任 髙橋  翔 音楽、数学 吹奏楽 校外 

２年２組担任 横山 政佳 技術,数学 サッカー 校外 

２学年副任 度會理穂子 社会 卓球 ２学年 

２学年副任 外﨑 辰弥 理科 バレーボール 文化広報 

３
学
年
部 

３学年主任 石黒富久美 英語 総合文化 ３学年 

３年１組担任 長谷川大輔 理科 ソフトボール 事務局 

３年２組担任 鈴木 隆士 数学 卓球 企画運営 

３学年副任、３組担任 山﨑 正弘 社会 軟式野球・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ３学年 

３学年副任 石川 慶知 保健体育 バスケットボール 校外 

４
学
年
部 

 校長  長谷川秀夫    

 教頭  高橋  学 数学  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    

非常勤講師  西野  勲    

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    

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    

※本年度より「ジュニアボートクラブ」を受入窓口として新設しました。阿賀町社会教育課がすべての

サポートをしてくれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


