佐渡市立金井中学校

平成３１年４月８日 №

１

〈本号の内容〉
１面 巻頭言
２・３面
新任職員あいさつと紹介

〒952-1208 新潟県佐渡市金井新保乙 40 番地
Tel 63-4107 http://kanai-js.sado.ed.jp/

４面 主な予定・教育目標等

「令和」の時代に求められる学力
校 長

香 遠

正 浩

国の元号が「平成」から「令和」に代わることが公表され、新しい時代の幕開けとなり
ます。これから始まる「令和」の時代が、平和で希望に満ちたものになることを願いま
す。そのような中、本日、始業式及び入学式を行い、新入生 45 名を迎え、全校 156 名の
新年度をスタートさせました。
振り返ると、「平成」の約 30 年間はコンピューターやインターネットが飛躍的に浸透
した時代でした。「平成」が始まったころはまだパソコンは普及していませんでした。
私がパソコンを使い始めたのは平成 10 年のことでした。その後、携帯電話が普及し、さ
らにはスマートフォンへと移行しました。こうして、いつでもどこでもインターネット
につながり、手軽に情報の送受信が可能な世の中になりました。
今後、世の中の動きはますます加速し、目の前の生徒が成人して社会で活躍するころ
には情報通信技術（ＩＣＴ）の利用に加え、人工知能（ＡＩ）によるさらに快適な社会と
なるでしょう。
ＡＩは膨大な量のデータ（ビッグデータ）を記憶し、指示どおりに分析して、瞬時に
答えを出せます。人間には到底できないことです。でも、ＡＩは「論理的な思考力」とい
うものがないので、想定外の事態が起きたときには対応できません。相手の気持ちを察
してコミュニケーションをとることもできません。また、社会には一つの問いに対して
複数の答えがある場合がありますが、ＡＩは正解が一つしかない問いにしか答えられま
せん。
今後、予測が困難な社会の変化に対応するには、ＡＩに負けない力を身に付けること
が求められます。それは、ＡＩにできないことを得意分野にすることです。日頃から「な
ぜ？」と問うて考えるくせを付け、「論理的思考力」を磨くことが大切です。筋道を立て
て考えることです。
もう一つ大切なのは「コミュニケーション力」を付けることです。クラスの仲間はも
ちろんのこと、年齢の異なる人とも交流し、様々な考えに触れ、「思いやりの心」も育み
たいものです。
学校のよいところは、一人ではなくクラスの仲間と学習に取り組めることです。柔ら
かい頭で、学び続ける人は、一生、仕事に困らないはずです。
金井中学校は学び合う学習を通して、生きて働く「知識・技能」の習得をはじめ、未知
の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力」を育成してまいります。

９名の新たな職員が着任しまし
た。よろしくお願いいたします。
香遠 正浩 校長先生
（下越教育事務所から）

樋口

剛

先生

（佐渡市立相川中学校から）

県教育庁下越教育事務所で

運動や応援、合奏や合唱な

下越管内小中学校の指導業務

ど、いろいろな場面で活気あ

を担当していました。
これから、金井中の保護者、
地域の皆様の力をお借りしな
がら、子どもの成長を支援してまいります。ご
協力をよろしくお願いいたします。

中澤 健太 先生
（佐渡市立相川中学校から）

相川中学校から赴任しまし

ふれる金井中生徒に感心して
いました。皆さんと一緒に
様々な活動ができることをとても楽しみにし
ています。よろしくお願いします。

荒木

透

先生

（南魚沼市立大和中学校から）

「金井中学校生で良かっ

た。担当教科は理科です。すぐ

た」と誇りと自信をもって

近くに海、山、湖、川…と豊か

卒業できるように、生徒と

な自然があり、多くのことを学

の関わりを大切に、共に成

ばさせてもらっています。理科を通して、佐

長できればと思っております。技術・家庭の

渡の魅力をたくさん伝えられればと思いま

兼務として金井中学校に週３日お世話になり

す。よろしくお願いします。

ます。よろしくお願いいたします。

宗村

伸

先生

鍛治山

凌

先生

（南魚沼市立総合支援学校から）

（糸魚川市立青海中学校から）

小学生以来の佐渡市で、分

初めまして、ジオパークで

からないことも多いですの

有名な糸魚川市から参りまし

で、皆さんと学び合いながら

た「かじやま りょう」と申し

充実した学校生活を送ってい

ます。佐渡市に来るのは、13

けたらと思います。教科は保健体育です。生

年ぶりになります。新天地での新しい出会い

徒の皆さんと楽しく活動していきたいです。

や発見が、とても愉しみです。よろしくお願

よろしくお願いいたします。

いいたします。

小林 礼美

先生

澤田

侑季

さん

（柏崎市立鯖石小学校から）

（佐渡市立小木小学校から）

金井中学校に着任が決ま

小木小学校から参りました

り、初めて佐渡を訪れまし

事務職員の澤田です。初めて

た。新たな環境、初めての中

の中学校勤務で分からないこ

学校勤務で緊張もあります

ともたくさんありますが、生

が、生徒の皆さんと一緒に成長していけるよ

徒の皆さんが充実した学校生活を送る一助と

う頑張ります。よろしくお願いいたします。

なれるよう精一杯頑張りたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

安藤 章子

さん

（佐渡市立南佐渡中学校から）

介助員の安藤と申します。
久しぶりの異動で緊張してい
ますが、早く慣れて、皆さん
の学校生活が充実したものとなるようにお手
伝いできたら嬉しいです。よろしくお願いい
たします。

全職員で生徒の指導にあたります。

平成３１年度
校

長

香遠 正浩

兼務教諭

小熊 美佳（家庭科）

教

頭

櫻井 雅之（国語）

兼務教諭

村川 比奈子（音楽）

教務主任

池田 智真（数学/吹奏楽）

養護教諭

小林 礼美

1 学年主任

樋口

主事

澤田 侑季

1 年 A 担任

長谷川一憲 （数学/男子ソフトテニス）

庁務員

加藤 善男

1 年 B 担任

澤田 芳美 （英語/女子ソフトテニス）

介助員

佐々木優子

ふれあい担任

宗村

伸（保健体育/男子バスケット・陸上駅伝副）

介助員

安藤 章子

2 学年主任

引野

太（社会/ソフトテニス副）

介助員

市川 聖子

2 年 A 担任

嶋倉 久子（英語/バドミントン副）

2 年 B 担任

鍛治山 凌（理科/女子バスケット）

スクールカウンセラー

仲田 美穂

2 学年副任

荒木

透（技術・家庭 三校兼務）

心の教室相談員

齋藤すみ子

修介（国語/男子バレーボール）

図書館事務

児玉 愛

ふれあい担任 北

剛（国語/女子バレーボール）

3 学年主任

神蔵

3 年 A 担任

中澤 健太（理科/野球副）

3 年 B 担任

伊藤 成彦 （数学/バドミントン）

３学年副任

橘 あずさ （保健体育/陸上駅伝）

非常勤講師

ALT

実（社会/野球）

原田 国男 （美術）

ｼﾞｬﾆｰｽ・ルイス

ふれあい担任 霍間 寿子 （英語/美術）
通級指導

仲道 信子

（４月５日 式歌・応援練習の一コマ）

４月８日 月

新任式・始業式・入学式

９日 火

全校オリエンテーション 新入生歓迎会

10 日 水

校外団会議

11 日 木

部活動会議 PTA 拡大本部役員会

17 日 水

PTA 専門部会・学年委員会・PTA 常任委員会

18 日 木

全国学力・学習状況調査

19 日 金

部活動会議（正式入部）

20 日 土

授業参観日（昼食持参）
・第１回 PTA 総会

22 日 月

代休日（授業参観・PTA 総会）

24 日～26 日
５月 15 日 水

教

育

目

生徒会が新入生に校風を伝え
ます。専門部や部活紹介、1 年
間の学校生活スライドなど盛
りだくさん。

５つの教育期、学習や部活動、給食や清
掃など、学校生活全般について説明し、
心構えをつくります。

新しい金井中学校の授業、子
どもの様子を是非ご覧くださ
い。PTA 総会では、大切な説明
があります。

家庭確認（希望があれば家庭訪問） ３年 修学旅行（東京方面）
佐渡市中学校陸上大会

標

確かな知識

中学校生活、最高の思い出をつ
くってきてほしいです。

豊かな心

重点目標「自ら行動し

強い体

貢献する生徒」

《 目指す学校像 》
《 目指す生徒像 》
《 目指す教師像 》
①学ぶ喜びあふれる学校
①自ら考え判断できる生徒
①研修によって力量を高める教師
②「自主自立」の活動が日常的 ②人のために貢献できる生徒 ②日々の授業で生徒の可能性を伸
に行われる学校
③粘り強くやり抜く生徒
ばす教師
③安全で安心な学校
③立ち居振る舞いで信頼を勝ち得
る教師

みんなが過ごしやすい学校をみんなの手で
みんなのためが先、自分のことは後。これを逆にしては、集団生活はできません。誰にとってもいご
こちの良い学校を創りましょう。金井中では特に次の３点を重視していきます。

①さわやかな“あいさつ・返事”ができる
…気持ちよくあいさつ・返事ができる集団にはいじめは生まれない。

②時間を守って行動できる
…学校生活は集団行動。１人の遅れが全体の迷惑になる。
③一生懸命に“掃除”に取り組める
…学校の様子は校舎に表れる。みんなが気持ちよく過ごせる環境をみんなでつくろう。

