学校教育目標 『 人間性を磨き たくましく生きる生徒の育成 』「自主 創造」

由利本荘市立岩城中学校
Ｎｏ．１
平成３０年４月６日

平成３０年度がスタートしました。教育目標『人
間性を磨き たくましく生きる生徒の育成』校訓「自
主 創造」のもと、特色ある教育活動を展開し、質の
高い教育を提供できるよう、全力で取り組んで参り
ます。中学校は今年度で創立３７周年となります。
「地
域に開かれ、信頼される学校」として、皆様のご支
援とご協力をよろしくお願いいたします。

【 前期 始 業式校 長式辞より (抜粋)】
２年生、３年生の皆さん進級おめでとうございます。明
日、３６名の新入生を迎え、平成３０年度は併せて１１６名
でスタートします。
皆さんは今、「学習面での目標」「部活動面での目
標」「将来の夢・希望」など、一人一人が志を新たにこの
始業式に臨んでいることと思います。皆さんの表情や姿か
ら、そのような決意を伺うことができ、大変頼もしく思います。
３年生は、『将来の夢や希望に向け、どんな進路にする
のか』という大切な年になります。目標を定め、その目標の
実現に向けて、氣力で努力して欲しいと思います。学習・生
徒会活動、部活動などに、果敢にチャレンジしてください。ま
た、最上級生として、岩城中学校の顔として行動ができるよ
う取り組んでほしいと思います。
２年生は、中堅学年として、自分を磨き、充実させる大
切な学年です。いろんなことを試し、その成功や失敗経験
から学んだことをできるだけ多くため込む、いわばチャージす
る学年でもあると思います。３年生を支え、共に様々な場
面で活躍してください。
学年が改まった今、気持ち・心もチェンジし、新たに一歩
前へ進んで欲しいと思います。今日は、その絶好のチャンス
の日です。Ⅰ期のスタートでもあります。Ⅰ期のテーマは「自
分を鍛えて」となっています。
また、小学校から始まった、義務教育９年間の先輩（８
年生、９年生）として行動しましょう。明日６日には、いよいよ
１年生(7年生)３６名が入学してきます。新入生が安心して
中学校生活を送ることができるようにお願いします。３本柱と
ノーチャイムの精神をしっかりと継承・深化していってほしいと
思います。和やかなあいさつと爽やかな返事「あかるく、いつで
も、さきに、つづける」運動も推進していただきたいと思います。
また、今年度もスローガンを引き継ぎ、5年目になります。
『意和氣の力と心でチャレンジ！』で、２０１８ Ｆとします。
「意」：意欲的に生き生きと学習する、主体的な学びです。
「和」：和やかな気持ちで、思いやりの心をもって人と接する、
対話的な学びです。
「氣」：あきらめない気持ち”氣力”で、物事に取り組む、
深い学びです。
「チーム意和氣」として、先生たちと皆さんと地域が力
を合わせて、素晴らしい一年となるように「意・和・氣の力と
心でチャレンジ！」しましょう。期待しています。
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※今年度は、全学年に主任と学級担任及び学級副
担任を置くことにしました。教員定数が増えたわ
けではありませんが、今いる定数の中で工夫しま
した。副担任は学級は勿論ですが学年もサポート
してもらい、学年運営をより手厚くしたつもりで
す。そして、全職員が、学年の枠を超えた「チー
ム意和氣」で学校運営に携わり、岩中の伝統の継
承・進化・発展に尽力してもらおうとするもので
す。よろしくお願いします。

教頭 安齋 ＊＊(本荘東中学校から)
本荘東中学校から赴任しました。岩城中学校
の教職員の皆様、地域の方々、生徒さんにお世
話になります。学校では、生徒の活動を優先し、
一緒に取り組んでいきたいと思います。
岩城中の三本柱を中心に頑張りたいと考えて
います。いろいろとわからない点があると思い
ますが、よろしくお願いします。
主査 小松 ＊＊＊(県立五城目高等学校から)
３月まで秋田県立五城目高等学校に勤務して
いました。初めての中学校勤務、初めての由利
本荘市での勤務に、とても緊張しています。
私は海が好きなので、学校から海が見える環
境がとても嬉しいです。豊かな自然から元気を
もらって、毎日頑張りたいと思います。
新しい仕事に早く慣れて、学校を支える力に
なれるように努めます。よろしくお願いします。

１年所属 渡邉 ＊＊(秋田西中学校から)
今年度初めて、由利本荘市で働くことになり
ました。専門教科は英語ですが、他の教科の授
業にも一緒に参加しますので、よろしくお願い
します。自宅は、秋田市なので、通勤距離は昨
年度の４倍になりましたが、毎日海を見ながら
ドライブしている気分で通えそうです。私が中
学生の時、部活動は器械体操部で、音楽と体育
が好きでした。最近は、ほとんど運動できてい
ないことが悩みです。
学校生活サポート 岩井 ＊＊(本荘北中学校から)
初めまして、本荘北中学校から赴任してきまし
た。
「楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しく
なるのだ。
」という言葉をモットーに、生徒の皆さ
んが楽しい学校生活を送ることができるように精
一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いしま
す。
学校司書 小野 ＊＊＊(石沢・小友小学校から)
はじめまして。石沢小学校・小友小学校から
赴任しました。中学校勤務は４年ぶりで、分か
らないことも沢山ありますが、皆さんが通いや
すい、使いやすい図書館環境をつくりたいと思
っております。読みたい本がありましたら声を
かけてくださいね。これからよろしくお願いし
ます。

１年主任 藤井 ＊＊(本荘北中学校から)
本荘北中学校から参りました藤井＊＊と申し
ます。岩城中学校は，全校剣道や自問清掃等を
実施しており，礼儀正しく向上心あふれる生徒
が育っているという印象があります。
私も岩中の一員として，意和氣の志を大切に
し，生徒に寄り添い，生徒とともに活動してい
給食調理員 小林 ＊＊＊
きたいと思います。生徒のみなさんがやりがい
４月から調理員としてお世話になります。我
や達成感を得られるように，精一杯頑張ります が子も通った、この岩城中学校で給食を作るの
ので，どうぞよろしくお願い致します。
をとてもワクワクしています。
皆さんに美味しいと言ってもらえるように、
１Ａ担任 佐々木 ＊＊(象潟中学校から) 安全で衛生的な給食を作りたいと思います。よ
象潟中学校より赴任しました、佐々木貴子と ろしくお願いします。
申します。意和氣のあたたかく力強い風を校内
のそこかしこから感じ、新任地で自分の力を存
分に生かしていきたいという思いを強くしまし
た。
生徒の内面の成長を少しでも助けられるよう
に力を尽くしていきたいと考えています。いた
らない点も多々あるかと思いますが、皆様のお
力添えを頼みに頑張ります。どうかよろしくお
願いいたします。
３Ａ副担任 猪股 ＊＊(本荘東中学校から)
本荘東中学校から参りました猪股＊＊と申し
ます。
「＊＊」と書いて「＊＊＊＊」と読みます。
岩城中学校に勤務するのは初めてですが、以前
から武道に力を入れていて、部活動がさかんな
学校だという印象がありました。
歴史あるこの地域や学校について教えていた
だきながら早く慣れ、生徒の皆さんと共に笑顔
で一年を過ごせたらと思っています。どうぞよ
ろしくお願い致します。

