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校長 渡 辺 安 治

新年度も4月後半となりました。校庭に吹く風もさわやかで、

もうすぐゴールデンウィークを迎えます。

新入生53名が加わり全校生徒173名、教職員25名で京ヶ瀬中

学校の30年度がスタートしました。生徒たちはそれぞれ入学

・進級し、毎日の授業に真剣に取り組み、学校生活も軌道に

乗ってきました。小中合同あいさつ運動もあり、笑顔で登校

してくる生徒たちの様子からは、元気とやる気がみなぎって

います。私たち職員もエネルギーをもらい「負けずに頑張ろ

う」と前向きになります。

始業式や入学式では、「将来の夢や目標を大切にして、なり

たい自分になるために頑張ってほしい」ことを伝え、以下の

話をしました。

１ 思いやりの心で生活する

・思いやりのある行動は、安心・安全な生活につながる。自分がされて嫌なこ

と、人の悪口・陰口はいじめにつながるのでしない。

２ 授業・家庭学習に真剣に取り組む

・真剣に授業を受けることは中学生の最も大事な仕事である。よい点数を取る

ことにとらわれず、自分のできる努力を続けることが将来につながる。

３ からだを鍛える

・将来、健康で生き抜くための基盤をこの時期につくる。部活動や校外の活動

において精一杯、取り組む。

４ 悩みや心配事は相談する

・学校や家庭での生活において、心配ごと・悩みごとは誰にでもある。自分で

解決でないときは、必ず先生方に相談する。

この他にも、部活動において生徒の安全面や健康面への配慮から、休止日を明確に設け

ることや来年度から「特別の教科 道徳」が加わることに伴い、道徳の授業でも他の生徒

と積極的に議論する内容に変わることも伝えました。部活動の意義の再確認、いじめをし

ない心を育むことを大きなねらいとした道徳の授業の位置付けなど、今おかれている日本

の社会の現状から将来を見通して、国が教育の方針を打ち出したことも付け加えました。

今年度も地域の皆様や保護者の皆様から当校へのご理解とご協力をよろしくお願いいた

します。

～ http://kyogase-jhs.agano.ed.jp/ ～
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～夢や目標を高くもって～
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平成３０年度 教職員を紹介します ～ ☆印は新任教職員です ～

１ 学 年 部

◎金井 克浩（学年主任）数学・柔道

○佐藤 直樹（１組担任）保体・バレー／水泳

○須藤 里香（２組担任）国語・バレー／バスケ

○磯部 理那（副担任） 社会・陸上競技

２ 学 年 部

◎石川 理英（学年主任）社／数・野球

○田中 謙史（１組担任）保体・バスケ（男）

○仲村 明子（２組担任）英語・バスケ（女）

○皆川いづみ（副担任） 美術・文化

３ 学 年 部

◎渡邊万里子（学年主任）理科・吹奏楽

○齊京 正浩（１組担任）国語・柔道／文化

○長谷川祐子（２組担任）音楽/家庭・吹奏楽

○松田 幸恵（副担任）英語・陸上競技

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・陸上競技

４ 学 年 部

◎渡辺 安治（校長）学校経営

○村上 敏樹（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）

☆鏡渕 信也（学習支援員）

☆松澤佐知子（介助員）

○望月 美香（介助員）

○佐藤 生英（用務員）

○マイケル・（ＡＬＴ）

☆佐藤 和子（スクールカウンセラー）

新 任 職 員

教頭 村上 敏樹（むらかみ としき）

阿賀町立三川中学校より

教諭 石川 理英（いしかわ よしてる）

五泉市立五泉北中学校より

教諭 仲村 明子（なかむら あきこ）

新潟市立東石山中学校より

教諭 松田 幸恵（まつだ ゆきえ）

新発田市立豊浦中学校より

学習支援員 鏡渕 信也（かがみふち しんや）

阿賀野市新採用

介助員 松澤 佐知子（まつざわ さちこ）

京ヶ瀬小学校より

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 須藤 磯部 金井 渡邊万 長谷川 皆川 佐藤 規矩 長谷川 松田

１年２組 須藤 石川 金井 石村 長谷川 皆川 田中 規矩 長谷川 仲村

２年１組 齊京 石川 石川 石村 長谷川 皆川 田中 規矩 長谷川 仲村

２年２組 須藤 教頭 石川 石村 長谷川 皆川 佐藤 規矩 長谷川 仲村

３年１組 齊京 磯部 金井 渡邊万 長谷川 皆川 佐藤 規矩 長谷川 松田

３年２組 齊京 教頭 金井 渡邊万 長谷川 皆川 田中 規矩 長谷川 松田

４ 組 皆川、磯部、松澤、望月、他各教科担任

５ 組 皆川、磯部、松澤、望月、他各教科担任

※ 鏡渕学習支援員：必要に応じ、全ての授業において支援
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新 入 生 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン や 入 学 式 の 様 子

４月６日（金）新入生オリエンテーション

何組になったかな？・・・

忘れ物はしない

ように・・・

４月９日（月）入 学 式

生徒会入会式～歓迎～ ４月１０日（火）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 田中 謙史

今年度より生徒指導を担当することとなりました田中謙史です。生徒の安心・安全のため、精一杯

がんばります。よろしくお願いします。

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、地域や小学校との連携、職員が取り組ん

でいることなどをお伝えします。

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」 ●明るいうち（午後7時頃まで）に帰宅させてくだ

平成30年度がスタートしました。 さい。

今年度も重点期を「学級活動期」「学習・部活 塾や習い事などがない場合は、生徒だけで夜間

動両立期」「秋桜祭期」「学習・学級充実期」「い の外出は控えてください。

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。 ●水難事故に気をつける。

4月の学級活動期では「人間関係づくり」と「生 釣りなどに出かける場合は、保護者同伴でお願い

活・学習ルールの共通実践」に力を入れて指導 します。

しています。

●インターネットや携帯電話の使用について

連休の過ごし方について インターネットを介して他者とつながる事がで

４月２８日から５月６日まで、大型連休とな きる媒体や無料アプリが多数存在しています。LIN

ります。有意義な連休となるように、各学級で Eを筆頭としたＳＮＳを利用した交友関係が広域に

連休の過ごし方について指導します。 広がり、トラブルに発展するというケースが予想

一日の大半を過ごす生活が学校から家庭に移 されます。多くの人が切ない思いを経験すること

ります。以下の点について、ご家庭でもご確認 になります。未然防止のためには、大人が子ども

いただき、お子様にとって有意義な連休となる に正しいモラル、価値観を教える必要があります。

ようにご指導をよろしくお願いします。 お子様とネット使用、携帯電話利用等に関するル

●生徒同士での夜間の外出や外泊は絶対にさせ ールを決めていただき、子どもたちが安全で、充

ないでください。 実した学校生活が送れるようご協力をお願いしま

トラブルや非行行為の防止のためです。ご協 す。

力をお願いします。

平成３０年度がスタートしてまもなく一ヶ月が過ぎよう

としています。子どもたちは意欲的に新しいスタートを切っ

ています。４月１６日から２０日まで、小中合同あいさつ運

動が行われましたが、たくさんの生徒が参加してくれました。

地域からは、日赤京ヶ瀬分団のみなさんがぞうきん５０枚

を贈呈していただきました。ありがたく使われていただきま

す。 文責：田中謙史


