
佐渡市立相川中学校
生徒数
１年33名 ２年23名 ３年35名 計91名

令和３年４月２７日発行

第１号 教育目標 ともに支え ともに生きる
TEL 74-2157 ～仲間とともに地域とともに～
mail aikawa-js@sado.ed.jp

教育目標・重点目標

校 長 佐 藤 元

令和２年度、相川中学校の教育目標と重点目標を全て変えました。令和３年度も引き続き同じ
目標で教育活動を展開していきます。

＜教育目標＞
ともに支え ともに生きる～仲間とともに 地域とともに～

＜重点目標 育てたい４つの力 4つの心＞
自分で考える力 思いやりの心
自分で正しく判断し、行動する力 感謝の心
自分の考えを相手にわかりやすく伝える力 正義の心
自分の限界に挑戦する力 素直な心

＜修学旅行を教育目標、重点目標をとおして振り返ってみると・・・＞
ともに支え ともに生きる
・35人全員が、無事に笑顔で戻ってくることができたのは、みんなで力を合わせて協力した
からこそだと思います。

自分で考える力
・先生や添乗員さんの指示があって動くのではなく、しおりを見て次に何をすべきか行動し
ている人が多かったですね。一人一人が「今、自分は何をすべきか」を考えていたから、
旅行が成功したのだと思います。

自分で正しく判断し、行動する力
・先生、実行委員、スノーピーク、ヨネックス等、さまざまな人から話を聞く機会がありま
した。どのような態度をとればいいのかを考えて行動していたと思います。

・マリンピア日本海やサントピアワールドでは、落とし物を拾って届けてくれた人たちがい
ました。届けるときの態度もとても礼儀正しかったです。

自分の考えを相手にわかりや
すく伝える力

・これは、事前・事後学習をまとめて発表する機会があるので、その時に力を発揮してくだ
さい。

自分の限界に挑戦する力
・この力を発揮する場面はありませんでした。別の学習や行事で発揮してください。

思いやりの心
・仲間の気持ちを察し、気遣う場面をたくさん見ることができました。「なんて優しい子ど
もたちなんだ」と何度も感心させられました。

感謝の心
・出会った人たちへの挨拶や感謝の拍手、そして話を聞く態度に感謝の心が表れていました。

素直な心
・相手の思いや考えを素直に受け入れ、それを次の場面で生かそうと努力していました。「あ
りがとうございます」「すみませんでした」という気持ちも素直に表れていました。

教育目標と重点目標は教室に掲示してあります。時々、このように目標と自分（たち）の行動
を振り返ってみて欲しいと思います。

＜保護者・地域の皆様＞
学校は「あるもの」ではなく「つくるもの」。生徒、教職員、家庭・地域が力を合わせて、
生徒一人一人が笑顔でのびのびと自己実現できる学校をつくっていけたらと思います。今
年度も、当校の教育活動に対してご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
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相中だより
新任職員紹介

教頭 引野 太 （佐渡市立金井中学校より）

金井中学校から参りました。この度、新任教頭としてお世話に

なります。私は以前から相川の歴史や町並みが大好きで、相川に

はドライブでよく訪れていました。その相川中学校で勤務できる

ことをうれしく思います。どうぞよろしくお願いいたします。

教諭 清水 丈瑠 （新潟市立東石山中学校より）

新潟市立東石山中学校から参りました。２学年主任・２年Ａ組担

任、保健体育の授業は全クラス担当させて頂きます。皆さんの良い

ところをたくさん見つけて、充実した学校生活を共に過ごせるよう

に精一杯頑張ります！よろしくお願い致します。

教諭 木村 太郎（新採用）

新採用教員として参りました。１年副任で、教科は１年Ａ組と２

年Ａ組の理科を担当いたします。出身は金井地区です。故郷佐渡の

未来を担う生徒のために一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願

いいたします。

養護教諭 浅井 彩（十日町市立下条中学校より）

十日町市立下条中学校から参りました。小学校の修学旅行ぶりの

相川にワクワクドキドキしています。主に保健室から、素直で元気

な相中生が安心して学校生活を送ることができるようにサポートし

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

非常勤講師 山本 博明

20 年ぶりの相川中学校で、とても懐かしく思っています。
１・２年生の数学を担当させていただき、３年生とはＴＴ等でか

かわらせていただきます。９時から３時４５分までの勤務と短い時

間ですが、生徒の良さを少しでも引き出せるよう頑張ります。どう

ぞよろしくお願いします。

事務主任 岩崎 大輝（佐渡市立金井小学校より）

これまでいくつかの学校で勤務してきて、今回が初めての中学校

勤務ということでまだ慣れないところもありますが、相川中学校の

ためにできることを精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いいた

します。

心の教室相談員 真藤 純子

四月から心の相談員としてお世話になることになりました。広間

が丘の校舎で学び、統合した新相川中学校ではこれまでも何度かお

仕事をさせていただきました。子ども達が充実した学校生活を過ご

せるようお手伝いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
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転出職員 ～大変お世話になりました～

教 頭 藤井 衛 佐渡市立真野小学校へ

国 語 田上 智美 佐渡市立両津中学校へ

英 語 佐藤 智恵 佐渡市立金井中学校へ

体 育 相馬 泰輔 阿賀野市立安田中学校へ

養 護 大久保美紀 県立佐渡特別支援学校へ

事 務 坂井亜矢子 佐渡市立河原田小学校へ

平成３年度 職員紹介

職 名 氏 名 教科 職 名 氏 名 教科

校 長 佐藤 元 ３年Ａ組担任 岩﨑 久司 国語

教 頭 引野 太 社会 ３年Ｂ組担任 宮路 隆宏 理科

教務主任 小野 哲 数学 養護教諭 浅井 彩

１年主任・１年Ａ組担任 相澤 文哉 社会 教諭（兼務） 霍間 厚浩 技術

１年副任 木村 太郎 理科 教諭（兼務） 濱西杏香里 家庭

２年主任・２年Ａ組担任 清水 丈瑠 体育 非常勤講師 原田 国男 美術

２年副任・つばき担任 齊藤 繁行 英語 非常勤講師 市野 順子 音楽

３年主任 松村 祐子 国語 非常勤講師 山本 博明 数学

職 名 氏 名 職 名 氏 名

事務主任 岩崎 大輝 通級訪問・指導教員 仲道 信子

庁務員 仲田 隆一 学習支援員 村田 容子

学校図書館事務職員 笹原 ちか 心の教室相談員 真藤 純子

ＡＬＴ ルイス スクールカウンセラー 山岸 恵子
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入学式
４月６日（火）に行われました。新型コロ

ナウイルス対策のため、新入生、保護者、教

職員のみで行いました。今年度の新入生３３

名（男子２０名、女子１３名）です。学級担

任から一人一人名前を呼ばれると大きな声で

返事をしていました。入学式後は教室で教科

書などが配られたり、中学校生活についての

話を聞いたりしました。

入学して３週間がたちました。授業や諸活

動に慣れてきて、一生懸命取り組んでいる様

子が見られます。

入学式後の記念撮影

生徒会オリエンテーション
４月９日（金）に行われました。プログラムは、会長あいさ

つ、本部役員紹介、生徒会規約・活動紹介、各専門委員会紹介、

部活動紹介、新入生お礼の言葉の流れでした。後半は、各部に

よる部活動紹介でした。１年生に入部してもらうため、２・３

年生が練習の様子や素晴らしい技術・パフォーマンスを披露し

ていました。

５月の主な予定
６日(木) 内科検診

７日(金) 生徒総会議案書審議 眼科検診

１２日(水) 専門委員会

１３日(木) 耳鼻科検診 陸上大会選手激励会

１４日(金) 佐渡市中学校陸上競技大会（選手、役員のみ参加）

１５日(土) オープンスクール ＰＴＡ草刈り 部活動交流会

１７日(月) オープンスクールの振替週休日

２０日(木) 生徒総会

２１日(金) 歯科検診

２４日(月) 生徒朝会（ＪＲＣ登録式）避難訓練

２７日(木) 全国学力・学習状況調査(３年) １・２年島内体験学習

２８日(金) １・２年総合① 英語検定

３１日(月) 佐渡市体育大会選手激励会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定された行事等が変更又は中止になる可能性が

あります。その際は、便り、ＨＰ、配信メール等でお知らせいたします。
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『誓いの言葉』（抜粋） 新入生代表 Ｋ･Ｍさん

先生方や先輩方に教えていただきながら、中学校生活に早く慣れ、その不安な気持ち

を乗り越えられるように努力ていきたいと思います。時にはつらいことがあるかもしれ

ませんが、それぞれの学校で学んできたことを生かし、目標をもち、新しい仲間と助け

合い、寄り添いながら心身ともに大きく成長することのできる生徒を目指します。


