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～一人一人の健やかな成長を願い～
校長

渡 辺 安 治

4月も後半になり校庭に吹く風もさわやかで、明るく暖か
い春の季節を迎えています。
新入生57名が加わり全校生徒183名、教職員25名で京ヶ瀬
中学校の新年度がスタートしました。始業式、入学式も終
え、毎日の学校生活も軌道に乗ってきています。毎朝、笑
顔で登校してくる生徒たちは、学校生活での主人公です。
主人公の元気なあいさつと笑顔は、京ヶ瀬中学校が誇るべ
き素晴らしいところです。あいさつや笑顔から私たちも「生
徒と共に頑張ろう」と気持ちが高揚してきます。
今年度のスタートに当たり、京ヶ瀬中学校は今までの教育活動を更に工夫し、『生徒が
目を輝かせて登校し、安心して楽しく学べる学校』を目指します。
そのためには、第一にわかりやすい授業になるよう改善していきます。今日の授業の課
題をはっきりと示し、次に教師が細かく説明したり、練習問題を解かせたり、他の生徒と
意見を交換させたりして、学んだ内容が深く身に付くようにしていきます。また、学習の
成果を試す様々なテストや検査により、個々の不得意な部分を確認・復習させたり、補う
ための問題を練習したりすることも授業で取り入れていきます。授業や家庭学習での疑問
な点、不確かなことは遠慮なく先生方に質問してほしいですし、納得いくまで繰り返し繰
り返し学び、自分の力にしてもらいたいです。
わかりやすく楽しい授業と共に重要なことは、安心して学ぶことができる学習環境づく
りです。特に、わからないことを遠慮なく質問できる学級の雰囲気、成長する過程で、誤
ったことをしても他の人から非難されない学校の雰囲気など、認め合う温かい風土をつく
っていきたいと考えています。そのためには、生徒会役員を中心に全校生徒と全教職員が
一緒に、具体的な取組を行います。
始業式・入学式では代表の生徒が「進級しての決意」、「中学生としての決意」を力強く
発表してくれました。どの生徒にも喜びと共に新たな生活や学習において「よし、～を頑
張ろう」という目標をもっています。その目標を常に心に留め、是非達成してもらいたい
です。私たち教職員も力を合わせて取り組んで参ります。保護者や地域の皆様の力をお借
りし、子どもたち一人一人の健やかな成長につなげてまいりたいと思います。今年度も京
ヶ瀬中学校へのご理解とご協力をお願いいたします。
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平成29年度

教職員を紹介します

１ 学 年 部
◎小柳 恵太（学年主任）数学・バスケットボール
○須藤 里香（１組担任）国語・バレーボール
☆齊京 正浩（２組担任）国語・野球
○皆川いづみ（副任） 美術・文化

◎金井
○竹内
☆田中
○佐藤
○磯部

３ 学 年 部
克浩（学年主任）数学・柔道
晶子（１組担任）社会・陸上競技
謙史（２組担任）保体・バスケ（男）
直樹（副任）保体・バレーボール
理那（副任）社会・バスケ（女）

～

☆印は新任教職員です

特 別 支 援
○ 皆川いづみ（４組担任）・美術・文化
○ 磯部 理那（５組担任）・社会・バスケ(女）

４ 学 年 部
◎渡辺 安治（校長）学校経営
○渡邉 正人（教頭）学校経営・ＰＴＡ事務局
○石村 範行（教務主任）理科・野球・ＰＴＡ事務局
○大滝 映子（養護教諭）・保健主事
○関塚 由香（主査）
・学校事務
☆関川 光次（学校栄養職員）水原中と兼務
○規矩 祥夫（非常勤講師））
○加藤 悦子（学習支援員）
○望月 美香（介助員）
○佐藤 生英（用務員）
○イルケ・ローラ（ＡＬＴ）
○寺門 洋介（スクールカウンセラー）
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２ 学 年 部
◎渡邊万里子（学年主任）理科・吹奏楽
☆長谷川祐子（１組担任）音楽/家庭・吹奏楽
○渡邉 正則 （２組担任）英語・陸上競技
○齋藤 佑 （副任）英語・柔道
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齊京 正浩（さいきょう まさひろ）
燕市立吉田中学校より

教諭

長谷川 祐子（はせがわ

ゆうこ）

新潟市立濁川中学校より
教諭

田中

謙史（たなか

けんし）

新潟市立新津第二中学校より
栄養
職員

関川

光次（せきかわ

こうじ）

阿賀町立上条小学校より
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新 入 生 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン

から

入 学 式
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の 様 子

４月５日（水）オリエンテーション
←私のクラスは
・・・
連 絡 は忘 れずに
・・・→
４月６日（木）入

生徒会入会式

学

式

４月７日（金）先輩が新入生に生徒会や部活動の説明を行いました。
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生徒指導部から保護者の皆様へ
生徒指導主事

齋藤 佑

京ヶ瀬中学校７年目となりました齋藤佑です。生徒指導を担当します。今年度も学校だよりの中で、
子どもたちの学校での様子、職員が取り組んでいることなどをお伝えします。よろしくお願いします。

4月は学級活動期です

4月の重点指導課題は「人間関係づくり」
平成29年度がスタートしました。
今年度は重点期を「学級活動期」「学習・部活
動両立期」「秋桜祭期」「学習・学級充実期」「い
じめ０重点期」「卒業期進級準備期」と設定し、
各重点期で課題を明確にした指導をします。
4月の学級活動期では「人間関係づくり」と「生
活・学習ルールの共通実践」に力を入れて指導
しています。
「人間関係づくり」では、生徒一人一人を大
切にした「丁寧な生徒指導」を心掛け、生徒一
人一人の良い面を認め、伸ばします。
「生活・学習ルールの共通実践」は以下につ
いて力を入れて指導しています。
(1) 遅刻をしない
(2) チャイム学習に取り組む
(3) 下校時刻を守る
(4) 集会時の整列は私語なく素早く行う
(5) 身なりを整える
今年度も引き続き、年間重点活動として「あ
いさつ・時間・服装・清掃」に全職員で力を入
れます。
連休の過ごし方について
４月３０日から５月６日まで、大型連休とな
ります。有意義な連休となるように、各学級で
連休の過ごし方について指導しました。
一日の大半を過ごす生活が学校から家庭に移
ります。以下の点について、ご家庭でもご確認
いただき、お子様にとって有意義な連休となる
ようにご指導をよろしくお願いします。

●生徒同士での夜間の外出や外泊は絶対にさせな
いでください。
生徒同士での夜間外出や外泊が飲酒、喫煙、深
夜徘徊など、非行行為に直接結びつくことが、多
くあります。外泊から不健全な仲間ができ、生活
が崩れてしまうという例が過去にたくさんありま
した。
●明るいうち（午後7時頃まで）に帰宅させてくだ
さい。
特別な用事（塾や習い事など）がない場合は、
生徒だけで夜間の外出はさせないでください。夜
間の体育館開放の生徒同士での利用も禁止します。
●水難事故に気をつける。
河川遊びや釣りなどは１人では行かない。用水
路も水量が多くなる季節です。水辺にむやみに近
づかないようにご指導ください。
●インターネットや携帯電話の使用について
コンピュータや携帯電話、インターネットを介
して他者とつながる事ができる媒体や無料アプリ
が多数存在しています。LINEやツイッターという
アプリを利用した交友関係が広域に広がったため、
トラブルに巻き込まれてしまうという問題が過去
に発生しています。、その解決には多くの人が切な
い思いを経験してきています。これらを未然に防
ぐためには、大人が子どもに正しいモラル、価値
観を教える必要があります。お子様とネット使用、
携帯電話利用等に関するルールを決めていただき
たいと思います。子どもたちが安全で、充実した
学校生活が送れるようご協力をお願いします。

