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校 長 三 膳 章
新型コロナウイルス感染拡大防止を図るための様々な

対応にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
そんな中、新年度も４月半ばとなりました。校庭やグ

ラウンドに吹く風もさわやかで、本格的な春の到来を感
じています。
新入生５４名が加わり全校生徒１６２名、職員２８名
で京ヶ瀬中学校の平成２年度がスタートしました。
笑顔で登校し、あいさつを交わし合う生徒の様子や毎

日の授業に真剣に取り組む姿に、私たち職員も「生徒と
一緒に頑張ろう！」と刺激とエネルギーをもらっていま
す。生徒に感謝しています。

さて、４月７日の始業式、４月８日の入学式で、生徒と職員に話をした内容の一部を紹
介します。

学校は「勉強」するところです。心も体も成長の著しい中学生は、吸収する力も旺
盛で、一番、学力が身に付く時です。そして、勉強することは、学力だけではありま
せん。人との付き合い方、あいさつや会話の仕方、責任の果たし方や取り方などなど。
授業はもちろんですが、学級や学年・全校での活動、生徒会活動や部活動などで勉

強してください。特に、苦しみや悲しみなど、人の心の痛みが分かる、そして、心の
温かい人になるように「勉強」してください。
「あなたがいたからこそ ここまで頑張ることができた」「あなたのおかげで こ

こまで来ることができた」と、お互いを認め合い、支え合い、高め合う京ヶ瀬中学校
の生徒であってほしいと願っています。

また、来月の全校朝会で話をしようと思っている「当たり前のことを確実に行う」とい
う話の一部を紹介します。

私が考える「当たり前のこと」とは、「時間を守る」「あいさつ・返事をする」「整
理・整頓をする」です。例えば、あいさつや正しい言葉遣い、整った服装、時間を守
るといったことは、学校だけでなく、家や社会でも必要な当たり前のマナーです。ま
た、明るいあいさつや心を込めた清掃、身の回りの整理整頓といった生徒一人一人の
努力が、全体のムードを高め、学級・学校のレベルをさらに高めることになります。
大切な京ヶ瀬中学校をさらに高め合っていきましょう。

大切な京ヶ瀬の子どものために、保護者の皆様、地域の方々には、今年度も当校の教育
活動へのご理解とご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。

全国緊急事態宣言を受け、当校も明日から臨時休校となります。ご家庭での生活が中心
となりますが、事故や怪我、そして、健康に気を付けて過ごしてください。

～ http://kyogase-jhs.agano.ed.jp/ ～
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～ あなたのおかげで ここまで頑張ることができた ～
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令和２年度 教職員を紹介します

新 任 職 員
教頭 田原 成久（たはら なりひさ）

長岡市立宮内中学校より
教諭 林 健一（はやし けんいち）

聖籠町立聖籠中学校より
教諭 藤田龍之介（ふじた りゅうのすけ）

新採用
講師 宮島 望（みやじま のぞみ）

新潟青陵高等学校より
講師 土屋 和也（つちや かずや）

新採用
講師 坂爪 富吉（さかつめ とみよし）

新潟市立横越中学校より
講師 早見 将己（はやみ まさき）

敬和学園高等学校より
学習支援教員 加藤 悦子（かとう えつこ）

阿賀野市立安野小学校より
介助員 佐藤由希子（さとう ゆきこ）

阿賀野市立京ヶ瀬小学校より
介助員 田中 優子（たなか ゆうこ）

阿賀野市子育て支援センターより

ＡＬＴ ペリー・バンクス

☆ よろしくお願いいたします ☆ 津南中等教育学校等より

１ 学 年 部

◎林 健一（学年主任・１組担任）保体・陸上

○仲村 明子（２組担任）英語・バスケ（男女）

○早川 崇史（副担任）保体・バレー・文化

○藤田龍之介（副担任）社会・野球

２ 学 年 部

◎渡邊万里子（学年主任）理科・吹奏楽

○大竹 大智（１組担任）数学・バスケ（男女）

○齊京 正浩（２組担任）国語・文化

○宮島 望（副担任）保体・家庭・柔道

３ 学 年 部

◎清野 善一（学年主任・１組担任）理科・柔道

○岸本 翔太（２組担任）数学・野球

○松田 幸恵（副担任）英語・陸上／水泳

○野口 鮎子（副担任）国語・バレー

特 別 支 援 教 育 部

○早川 崇史（４組担任）保体・バレー・文化

○石川 理英（５組担任）社会・バレー

○野口 鮎子（４組・５組副担任）国語・バレー

４ 学 年 部

○三膳 章（校長）学校経営

○田原 成久（教頭）国語・学校経営・PTA事務局

○石川 理英（教務）社会・バレー

○大滝 映子（養護教諭）保健主事

○小泉麻里絵（主任）学校事務

○関川 光次（学校栄養職員）〔水原中と兼務〕

○長澤 宏明（講師）技術・吹奏楽

○土屋 和也（講師）社会

○坂爪 富吉（講師）美術

○早見 将己（講師）音楽

○加藤 悦子（学習支援教員）

○佐藤由希子（介助員）

○田中 優子（介助員）

○佐藤 生英（用務員）

○ペリー・バンクス（ＡＬＴ）

○佐藤 和子（スクールカウンセラー）

教 科 担 任

国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技術 家庭 英語

１年１組 教頭 藤田 岸本 渡邊 早見 坂爪 林 長澤 宮島 仲村

１年２組 齊京 土屋 大竹 渡邊 早見 坂爪 早川 長澤 宮島 仲村

２年１組 野口 土屋 大竹 渡邊 早見 坂爪 林 長澤 宮島 松田

２年２組 齊京 藤田 大竹 渡邊 早見 坂爪 宮島 長澤 宮島 仲村

３年１組 野口 石川 岸本 清野 早見 坂爪 早川 長澤 宮島 松田

３年２組 教頭 藤田 岸本 清野 早見 坂爪 宮島 長澤 宮島 松田

４ 組 早川、野口、佐藤、田中、他各教科担任

５ 組 石川、野口、佐藤、田中、他各教科担任

※ 加藤学習支援教員：必要に応じ、全ての授業において支援
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入 学 式 と 生 徒 会 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 様 子

○４月８日（水）入学式
５４名の新１年生が入学しました。

○４月９日（木）生徒会オリエンテーション
先輩が新１年生に生徒会や部活動の説明を行いました。
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４月の学校生活の中で
生徒指導主事 田中 謙史

平成３１年度がスタートしました。
昨年度に引き続き生徒指導を担当いたします。
生徒の安心・安全のため、保護者ならびに地域のみ

なさまのご支援・ご協力をよろしくお願いいたしま
す。
今年度も学校だよりの中で、子どもたちの学校での

様子や、地域・小学校との連携、職員の取組などを紹
介してまいります。

４月の重点期は学級活動期です

今年度も１年間を６つの重点期（「学級活動期」「学
習・部活両立期」「秋桜祭期」「学習・学級充実期」「い
じめ見逃し０期」「卒業・進級準備期」）に分け、各重
点期毎に課題を明確にした指導を行います。
４月の重点期は「学級活動期」です。
京ヶ瀬中学校の生徒としての自覚を深めるため、主

に人間関係づくりと、生活・学習ルールの共通理解に
力を入れて指導しています。

残念だったこと
△廊下を走る生徒が若干見られます。危険です

生徒の学校生活の様子 のでやめましょう。また、廊下を大きな声で
話しながら通行している生徒も見られます。

良かったこと 周りの人の事を考えて行動しましょう。

○初々しい表情が印象的でした
～平成３１年度入学式～ 大型連休の過ごし方について

４月５日金曜日に、平成３１年度入学式が行われま
した。 当校は、４月２８日（日）から５月７日（火）
真新しい学生服で登校した新１年生５５名は、緊張 までの１０日間、大型連休となります。

感の中で式に参加してくれました。中学生としての自 有意義な連休となるよう、学校で連休の過ご
覚が深まったことと思います。 し方について指導いたしました。
式後に行われた学級活動では、担任の先生の話を真 特にネットの健全な利用と交通安全について

剣に聞く姿がたいへん印象に残りました。 は、重ねて指導をいたしました。
また、翌週の４月８日月曜日には、生徒会オリエン 連休中は、１日の大半をご家庭で過ごすこと

テーションが行われ、２．３年生が生徒会活動や部活 となります。お子様との約束事などのご確認を
動についての説明を行ってくれました。 よろしくお願いいたします。
１年生は、中学校生活への期待がさらに高まったこ

とと思います。 何かありましたらいつでも京ヶ瀬中学校
にご連絡ください。

京ヶ瀬中学校 ０２５０－６７－２００４


