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『温かさ』を実感 ！ 今年度も応援をお願いいたします

校 長 佐 藤 元

恥ずかしい話ですが・・・。４月１日 保護者の方からの連絡で、令和３年度卒業生の

３学期期末テストの結果が配付されていないことがわかりました。慌てて職員で手分けを

し、卒業生のご家庭一軒一軒にその結果を届けるとともに謝罪してまわりました。その時

に感じたのが保護者、地域の方々の温かさ。なかなか目的の家が見つからず、近くで作業

をしている方や、歩いている方に尋ねると、「あー、○○さんの家ね。この通りの５軒先の、

玄関が茶色の家ですよ。」と丁寧に教えていただいたり、「一緒に行きますよ」とわざわざ

連れて行っていただいたり、目的の家に到着するまでずっと見守っていただいたりしまし

た。また、結果を届けると、「えー、わざわざ来てくださったのですか。申し訳ありません

でした。連絡くだされば（学校に）取りに行ったのに。ありがとうございます。」とお礼を

言われたり、「ありがとうございます。あと何軒ですか？頑張ってくださいね。」と励まし

ていただいたりしました。一緒にまわった職員と、「なんて温かい方々なんだ！」とその都

度感動し合ったことを今でも覚えています。

入学式延期の知らせの時もそうでした。新入生のそれぞれのご家庭に電話で連絡した際

も、「ご連絡いただき、ありがとうございます。」「いろいろと大変でしょう。がんばってく

ださい。」等、お礼の言葉や励ましの言葉を掛けていただきました。予定が狂ってしまって

大変な思いをしているのは保護者のみなさんなのに・・・。涙が出そうになりました。

相川中学校に赴任して３年目になります。いつもありがたいと思うのは保護者、地域の

方々の温かさ。PTA活動や学校行事等でこれほど学校を応援してくださるところはそうそう

無いと思います。

令和４年度がスタートしました。子どもたちは、入学、進級を機に、新たに立てた自分

の目標に向かってコツコツと努力しています。学校も教育目標・重点目標に向けて努力し

ていきます。これからもいろいろな形で子どもたちや学校への応援をよろしくお願いいた

します。励みになります。

＜課題に果敢に取り組む姿 一人一人がんばっています！！＞

【１年生 英語】 【２年生 数学】 【３年生 社会】
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相中だより
新任職員紹介

教諭 樋口 剛 （佐渡市立金井中学校より）

相川中学校は２度目の勤務になります。中学生らしく、明るく元気な生徒の

姿に接して、これからの活動を楽しみに感じています。様々な活動に保護者の

皆様からご協力いただくことになりますが、よろしくお願いいたします。

教諭 德永 友也 （新潟市立白新中学校より）

２度目の佐渡市勤務となります。４年ぶりの佐渡での生活をワクワクしなが

ら楽しみたいと思います。相川中学校の生徒のエネルギーに負けないように、

授業や部活動を全力で頑張ります。よろしくお願いいたします。

教諭 吉田 飛翔（柏崎市立第三中学校より）

この度、縁がありまして相川中学校に赴任することができました。

１学年主任、数学、女子バスケットボール部を担当します。微力ながら、こ

れまでの自分の経験を少しでも相中生の未来のため・幸せのために尽くして

参ります。よろしくお願いいたします。

教諭 岩田 華純（新採用）

今年度、新採用で相川中学校に赴任致しました。2 学年副任、社会科、卓球
部を担当致します。佐渡に来るのは初めてですので、佐渡の魅力に触れながら、

佐渡を楽しみながら、たくさん生徒と関わっていきたいと思います。自分ので

きることを精一杯頑張っていきます。よろしくお願い致します。

助教諭 石切 孝之

昨年度は赤泊中学校で非常勤として、本年度から本校で常勤として務めさせ

てもらうこととなりました。教職に関わるお仕事を頂いて２年目となります。

教科だけでなく、学級活動、部活など始めて経験することも多く戸惑いもあり

ますが、老体に鞭打って頑張って行きたいと思っております。よろしくお願い

いたします。

学校図書館事務 服部 勝寿

長く本をつくる側の仕事をしておりましたので、その経験を活かした図書選
定を心がけ、居心地のいい、ゆったりとした時間の流れる図書室にしていきた
いと考えております。相川中学校は私の母校でもありますので、少しでも後輩
達の力になれればと思います。

心の教室相談員 村田 恵子

毎週、水曜日と金曜日に勤務しています。悩みや不安は、話すだけで心が軽

くなるものです。保護者の皆様も、お子さんのこと、家庭のこと、学校のこと

など、気になることがありましたら、話をしにいらっしゃいませんか。秘密は

固く守られます。三階相談室でお待ちしております。

－２－



転出職員 ～大変お世話になりました～

数 学 小野 哲 佐渡市立南佐渡中学校 へ

国 語 松村 祐子 佐渡市立赤泊中学校へ

社 会 相澤 文哉 長岡市立青葉台中学校 へ

国 語 岩﨑 久司 村上市立荒川中学校へ

英 語 齊藤 繁行 佐渡市立佐和田中学校 へ

数 学 山本 博明 退職

学校図書館事務 笹原 ちか 退職

心の教室相談員 真藤 純子 退職

スクールカウンセラー 山岸 恵子 退職

令和４年度 職員紹介

職 名 氏 名 教科 職 名 氏 名 教科

校 長 佐藤 元 ３年主任 德永 友也 英語

教 頭 引野 太 社会 ３年Ａ組担任 宮路 隆宏 理科

教務主任 樋口 剛 国語 養護教諭 浅井 彩

１年主任・１年Ａ組担任 吉田 飛翔 数学 教諭（兼務） 霍間 厚浩 技術

つばき担任・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 岩田 華純 社会 非常勤講師 市野 順子 音楽

２年副任 石切 孝之 数学 非常勤講師 中川 光世 英語

職 名 氏 名 職 名 氏 名

事務主任 岩崎 大輝 通級訪問指導教員 本間 雅美

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 服部 勝寿 心の教室相談員 村田 恵子

ＡＬＴ ジャニース スクールカウンセラー 真子 紘子
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入学式
１年生の学年閉鎖のために延期していた入

学式が４月１５日（金）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２７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。

また、入学して約３週間が経ちました。授

業や諸活動に慣れてきて、一生懸命に取り組

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１４日（木）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
２日(月) ４限授業、給食後下校（１３：２５下校）

６日(金) １年心臓検診

９日(月) 陸上大会選手激励会

１０日(火) 佐渡市中学校陸上競技大会（選手、役員のみ参加）

１２日(木） 専門委員会 歯科検診

１３日(金） 眼科検診

１４日(土) オープンスクール ＰＴＡ草刈り 部活動見学会

１６日(月) オープンスクールの振替週休日

１９日(木) １・２年島内体験学習

２０日(金) 生徒総会

２３日(月) 生徒朝会（ＪＲＣ登録式）避難訓練

２５日(水) 佐渡市中学校体育大会選手激励会

２６日(木) 佐渡市中学校体育大会（バスケ、野球）

２７日(金) 佐渡市中学校体育大会（バスケ、野球、卓球）

２８日(土) 佐渡市中学校体育大会（卓球、バレー）

※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 HK

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し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、それぞれの小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。


