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新年度のスタートに当たって

校長 河井 昌之

４月から校長として弥彦中学校に赴任しました。１年間，どうぞよろしくお願いいたします。

新学期を迎えるに当たり，次のことを全校生徒に話しました。是非，お読みください。

今日から，新年度がスタートしました。新しい学級が発表になり，期待や不安が入り交じって

いることと思います。今年の弥彦中学校も，「知性をみがこう・協同の心をもとう・強じんなか

らだをつくろう」の教育目標のもと，様々な活動に頑張って取り組んでいきましょう。

１学期の始業式にあたり，この１年間，みなさんに頑張ってほしいことを話します。

その一つは，『目標をもって挑戦してほしい』ということです。目標をもつことは，毎日の生活

の充実につながります。目標は，できるだけ具体的なほうがいいです。たとえば，部活動で県大

会に出場する，定期テストの合計点を昨年より５０点上げるなどです。目標ができたら，そのた

めに何をするかを考えます。毎日，体力をつけるために３０分間走り込みをする，家庭学習を必

ず９０分以上やる，などです。目標があるだけで，毎日の生活が張りのあるものになります。目

標をもって，いろいろなことに挑戦してください。人は，何かに挑戦しているときに，一番輝い

ていると言われています。何かに挑戦して，それが達成できたときの喜びは，何にも代えがたい

ものです。自分にもできたということが自信になり，次のことに挑戦してみようという意欲が出

てきます。

もう一つは，『誰かの役に立つことを進んで実行してほしい』ということです。家族のため，

友達のため，地域のため。誰のためでもいいです。たとえば，学校で友達が困っている姿を見た

ら声を掛ける，ごみが落ちていたら拾ってゴミ箱に捨てる，どんな小さいことでも，誰かの役に

立っていることってありますね。みなさん一人一人がそれを実行していけば，安心して生活でき

る弥彦中になるでしょう。

さて，４月１日，新しい元号が発表になりました。「令和」という元号は，万葉集から引用さ

れたそうです。万葉集は，日本最古の和歌集と言われています。私も最近知ったことですが，万

葉集には，この弥彦の地を詠んだ歌が２つあります。みなさんの中には，その歌が石に彫られた

歌碑を見たことがある人もいると思います。見たことがない人は，是非探してみてください。

「令和」という元号には，次のような願いが込められているそうです。「厳しい寒さの後に，春

の訪れを告げ，見事に咲き誇る梅の花のように，一人一人の日本人が，明日への希望とともに，

それぞれの花を大きく咲かせることができる，そうした日本でありたい」

弥彦中の生徒一人一人が，それぞれの個性を伸ばし，様々な形や色の花を大きく咲かせてくれ

ることを期待しています。この記念すべき平成最後の年，令和元年にふさわしく思い出に残るす

ばらしい年になることを願っています。

弥彦中の職員は，皆さんが大きな花を咲かせられるよう，全員で応援します。何か困ったことや

話したいことがあったら，誰にでもいいので話をしてください。弥彦中の職員は，全員で皆さん

のことを一生懸命に考え，全力でサポートします。

今日は７９名の新入生が入学してきます。全校生徒２２４名と職員全員で，すばらしい弥彦中

学校を創っていきましょう。

（文責 校長）



１．氏名 ：佐藤 壮 たけし （教頭）
担当分掌 ：学校運営全般

２．担当学年 ：なし
３．担当教科 ：理科
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：なし
６．趣味 ：スポーツする・観戦する
７．抱負：弥彦中2年目になりました。「昨
年度より一歩前に」を目標に，「笑顔あふ
れる学校」に，みんなでしていきましょう。

１．氏名 ：山﨑 博史
担当分掌 ：教務主任

２．担当学年 ：なし
３．担当教科 ：数学・理科
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：バスケットボール部
６．趣味 ：プチ旅行
７．抱負：弥彦中６年目です。子どもた
ちのやる気を引き出せるように手助け
していきたいと思います。

１．氏名 ：五十嵐 俊郎
担当分掌 ：総合的な学習

２．担当学年 ：２学年主任
３．担当教科 ：国語
４．担当委員会 ：選挙管理委員会
５．担当部活動 ：男子ソフトテニス部
６．趣味 ：読書
７．抱負：久々の２年生。忘れているこ
とがたくさんありますが、何とか１年、
頑張ります。宝くじは…

１．氏名 ：○渡辺 嘉章
担当分掌 ：学習指導・生徒会

２．担当学年 ：２年３組担任
３．担当教科 ：国語・社会
４．担当委員会 ：学年委員会
５．担当部活動 ：卓球部
６．趣味 ：旅行、本屋めぐり
７．抱負：今年度からお世話になりま
す。新たな気持ちでがんばります。
よろしくお願いします。

１．氏名 ：○本間 直子
担当分掌 ：視聴覚･情報教育

２．担当学年 ：１年２組担任
３．担当教科 ：社会
４．担当委員会 ：放送委員会
５．担当部活動 ：卓球部
６．趣味 ：キャンプ、旅行
７．抱負：今年度からお世話になりま
す。生徒のみなさんとともに成長で
きるように頑張ります。よろしくお願

１．氏名 ：松山 大輔
担当分掌 ：キャリア教育

２．担当学年 ：１年３組担任
３．担当教科 ：数学
４．担当委員会 ：応援団委員会
５．担当部活動 ：バレーボール部
６．趣味 ：劇団四季鑑賞
７．抱負：早いもので弥彦中５年目
になりました。初心に返り明るく楽し
い学校になるよう共に頑張っていき

１．氏名 ：増井 大樹
担当分掌 ：学習指導

２．担当学年 ：１年１組担任
３．担当教科 ：英語
４．担当委員会 ：広報委員会
５．担当部活動 ：女子ソフトテニス部
６．趣味 ：ウォーキング、日帰り温泉
７．抱負：弥彦中３年目になりました。生徒が
まっすぐに大きく成長できるように微力ながら
がんばりたいと思います。よろしくお願いしま

１．氏名 ：大山 勇生
担当分掌 ：生徒指導・人権同和

２．担当学年 ：２年１組担任
３．担当教科 ：数学
４．担当委員会 ：生活委員会
５．担当部活動 ：野球部
６．趣味 ：運動
７．抱負：３年目になりました。また新た
な気持ちで生徒とかかわりながら、弥彦
中を、弥彦村を盛り上げていきたいと思
います。よろしくお願いします。

１．氏名 ：○亀山 智成
担当分掌 ：時間割、学校記録

２．担当学年 ：１学年副任
３．担当教科 ：英語
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：なし
６．趣味 ：ライブ・フェス参戦
７．抱負：生徒の皆さんと一緒に成長し
ていきたいと思います。1年間よろしく
お願いします。

１．氏名 ：平野 今日子
担当分掌 ：道徳教育

２．担当学年 ：２年２組担任
３．担当教科 ：音楽・国語
４．担当委員会 ：奉仕委員会
５．担当部活動 ：吹奏楽部
６．趣味 ：ピアノ
７．抱負：弥彦中３年目になりました。
「明るく楽しく一生懸命な音楽」を
モットーに今年も頑張ります。よろし
くお願いします。

２０１９年度 弥彦中の

教職員紹介（○印は新任）

１．氏名 ：○内山 浩一
担当分掌 ：特別活動

２．担当学年 ：１学年主任
３．担当教科 ：保健体育
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：陸上部
６．趣味 ：映画鑑賞
７．抱負：以前、分水中から弥彦中
のグラウンドに練習で通ってきまし
た。今シーズンから、弥彦中の生徒
共に汗を流したいと思います。宜し

１．氏名 ：○五十嵐 靖之
担当分掌 ：特別支援教育

２．担当学年 ：さくら2組担任
３．担当教科 ：数学
４．担当委員会 ：１学年委員会
５．担当部活動 ：女子ソフトテニス部
６．趣味 :映画鑑賞、温泉巡り
７．抱負：今年度からお世話になります。
よろしくお願いします。まずはこの１年
間、弥彦についてたくさんのことを知っ



１．氏名 ：永井 洋美
担当分掌 ：生徒会・防犯安全

２．担当学年 ：３年２組担任
３．担当教科 ：理科
４．担当委員会 ：生徒会執行部
５．担当部活動 ：美術部
６．趣味：今年は弥彦散策を趣味にし
たいです。
７．抱負：弥彦中２年目になります。生
徒会担当として、学校での日常生活と
行事で、全校生徒がキラッキラに輝け
るよう、一生懸命準備＆計画を頑張り

１．氏名 ：佐藤 泰
担当分掌 ：特別活動

２．担当学年 ：３学年主任
３．担当教科 ：保健体育
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：軟式野球
６．趣味：ウインタースポーツ
７．抱負：弥彦中７年目になりまし
た。修学旅行楽しかったですね。
さぁ最後の年を迎えました。笑顔で
卒業式を迎えられるように、お互い
１日１日を大切にしていきたいもの
です。

１．氏名 ：松木 直子
担当分掌 ：特別支援教育・清掃指導

２．担当学年 ：さくら１組担任
２年副任

３．担当教科 ：理科
４．担当委員会 ：選挙管理委員会
５．担当部活動 ：バスケットボール部
６．趣味 ：映画鑑賞
７．抱負：弥彦中学校４年目になりました。
生徒一 人一人が気持ちよい毎日を過ごせ
るよう頑張りたいと思います。よろしくお願

１．氏名 ：関根 麻衣
担当分掌 ：時間割、学校記録

２．担当学年 ：３学年副任
３．担当教科 ：数学
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：なし
６．趣味 ：音楽鑑賞、ショッピング
７．抱負：弥彦中３年目になりました。
学年関係なく、多くの生徒と関わって一
緒に成長していきたいと思います。よろ
しくお願いします。

１．氏名 ：○野村 あずさ
担当分掌 ：国際理解・図書館

２．担当学年 ：２学年副任
３．担当教科 ：英語
４．担当委員会 ：図書委員会
５．担当部活動 ：陸上部
６．趣味 ：ピアノ、カラオケ
７．抱負：新採用で今年度からお世
話になります。生徒と共に成長し、楽
しんで学校生活を送ることが目標で
す。よろしくお願いします。

１．氏名 ：○大上 恭子
担当分掌 ：教育相談・食育指導

２．担当学年 ：３年１組副任
４．担当委員会 ：給食委員会
５．担当部活動 ：吹奏楽部
６．趣味 : ドラマ鑑賞
７．抱負：今年度からお世話になります。
学年全員で食べる自校給食をとても楽
しみにしています。よろしくお願いしま
す。

１．氏名 ：井上 北斗
担当分掌 ：研究主任

２．担当学年 ：３年１組担任
３．担当教科 ：社会
４．担当委員会 ：３学年委員会
５．担当部活動 ：男子ソフトテニス部

６．趣味 ：合唱・自転車
７．抱負：金魚とともに進級し、いつ
の間にか弥彦中６年目になりました。
３年生が進路を実現できるように、
力を尽くしたいと思います。

１．氏名 ：佐藤 しのぶ
担当分掌 ：養護教諭

２．担当学年 ：なし
３．担当教科 ：なし
４．担当委員会 ：保健委員会
５．担当部活動 ：なし
６．趣味：エアロビクス
７．抱負：いつも生徒から元気をも
らっています。私も皆さんに元気を与
えられるよう「健康・笑顔・プラス思
考」をモットーにがんばります。

１．氏名 ：久住 梢
担当分掌 ：学校諸費、財務、経理

２．担当学年 ：なし
３．担当教科 ：なし
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：なし
６．趣味 ：映画鑑賞
７．抱負：学校環境の整備に努めていき
ます。保護者の方々いつも諸費等でご協
力いただき感謝申し上げます。

１．氏名 ：○大竹 慧
担当分掌 ：時間割、学校記録

２．担当学年 ：３学年副任
３．担当教科 ：理科
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：なし
６．趣味 ：動物，ゲーム
７．抱負：今年からお世話になります。
生徒とともに沢山学んでいきたいで
す。よろしくお願いします。

１．氏名 ：○阿部 隼英
担当分掌 ：時間割、学校記録

２．担当学年 ：２学年副任
３．担当教科 ：数学
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：なし
６．趣味 ：旅行
７．抱負：生徒のみなさん一人一人
の学校生活が充実したものとなるよ
う尽力します。よろしくお願いします。

１．氏名 ：津端 則夫
担当分掌 ：進路指導

２．担当学年 ：３年３組担任
３．担当教科 ：保健体育・技術
４．担当委員会 ：なし
５．担当部活動 ：バレーボール部
６．趣味 ：料理、つり
７．抱負：ともに汗をかきながら、一緒
に成長していきたいです。よろしくお願
いいたします。（肝臓と腰をいたわりた
いです。）



この他，家庭科･1年副任（三条三中と兼務)の吉井智子先生，美術・1年副任の明間スミ子先生(4月18日より），用務員の武石政則さん，さくら学級介助員の原田亜紀子さん，川上治子さん、，理員の皆様がおります。また，月・水曜に図書室に勤務する宇治由絵子　司書，火・木曜に勤務する五十嵐遙栄養教諭，ＡＬＴのブライアン・マトゥーザさんスクールカウンセラーの榎本イシ子先生たちがおります。どうぞ、，よろしくお願いいたします。

４月８日（月） 交通安全教室，入生歓迎会

９日（火） 全校ガイダンス集会，身体計測

１１日（木） PTA評議員会，１年生部活動仮入部（～１８日）

１６日（火） 眼科検診

１８日（木） ３年全国学力・学習状況調査，内科検診(１年)

１９日（金） 部活動集会・１年部活動正式入部

２０日（土） ＰＴＡ総会（授業参観・学年ＰＴＡ・部活保護者会）

ＰＴＡ懇親会（だいろく）１８：００～

２２日（月） 振替休業日(２０日分)

２６日（金） 内科検診（２年)

この他，家庭科･1年副任（三条三中と兼務)の吉井 智子 先生，美術・
1年副任の明間 スミ子 先生(4月18日より），用務員の武石 政則さん，

さくら学級介助員の原田 亜紀子さん，川上 治子さん，調理員の皆様が
おります。

また，月・水曜日に図書室に勤務する宇治 由絵子 司書，火・木曜日
に勤務する五十嵐 遙 栄養教諭，ＡＬＴのブライアン・マトゥーザさん，

スクールカウンセラーの榎本 イシ子 先生たちがおります。どうぞ，よ
ろしくお願いいたします。

お知らせ
①生徒玄関の開錠について

４月より，授業日の生徒玄関の開錠を７：２０としました。

②保護者向け要提出文書について

生徒にも保護者にも要提出をわかりやすくするため，配布物で，

「要提出」のものは緑色Ａ４としました。

③体育着・内履きの販売店について

村内の体育着・内履き等の販売店は以下の2店舗です。

・行田商店 麓７１６７ TEL ９４－２１３２

・Prepare（プレパレ）弥彦１２９４－１

TEL ０９０－６７９６－４５６９

主な行事


