
 

 

 

 

 

 

自ら行動し、共に高め合おう 

校 長  香 遠 正 浩  

 

 

 新型コロナウイルスの国内感染者が増加の一途をたどる中、市内で感染者が確認され

ていない佐渡では、昨日、予定どおり始業式及び入学式を行い、令和２年度がスタート

しました。 

 入学式は、３月の卒業式同様、在校生も来賓もいない中で実施することとなりました

が、新入生 59名は堂々と入場し、真剣な眼差しで話を聞いていて感心しました。 

 約一ヶ月間の休校を経て再開できたとはいえ、まだ、通常の学校生活を送らせること

はできません。当分の間、校内の消毒に加え、生徒に手洗いを徹底させ、密閉、密集、

密接な環境にならないよう配慮して教育活動を行います。当校の感染症対策の詳細につ

いては、保健だより「健やかな泉 No２」に掲載しましたのでご覧ください。保護者の皆

様には、お子さんの健康管理をお願いします。 

 さて、昨年度一年間を振り返ると、いくつもの成果がありました。その一つは生徒会

活動が充実し、生徒が存分に力を発揮していたことです。「主体的・創造的で感動的な

場面が繰り広げられるＫ中生徒会」は当校の誇りです。 

 今年度も生徒会活動をはじめ、学習や部活動、学校生活全般

において、人に言われて行動するのではなく、新しいクラスの

仲間と共に、あるいは新入生も含めた部活動の仲間と共に高め

合ってほしいと願い、右の重点目標を掲げました。予測が困難

なこれからの時代には、様々な変化に積極的に向き合い、他者

と協働して課題を解決していく力が必要なのです。 

 昨年度の二つ目の成果は、いわゆる「中１ギャップ」が見られ

なかったことです。 

 多くの問題は中学校段階から顕在化します。学習内容が一層難しくなることや、人間

関係の悩みも多くなることなどから、学校生活への不適応を起こしてしまいます。不登

校にもつながるそのような深刻な状況に陥らないようにしなければなりません。昨年度

の１年生と同様、今年度の新入生においても「中１ギャップ」などのない一年を目指し

ます。 

 そのために重視したいことの一つが小中連携です。コミュニティ・スクールとして、

「金井中学校区学校運営協議会」を核として、金井小学校と連携を図りながら、９年間

成長し続ける教育に努めてまいります。 

 

 佐渡市立金井中学校  令和２年４月７日 №１ 
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〈本号の内容〉 

１面 巻頭言 

２面 新任職員あいさつ 

３面 金井中職員一覧 

４面 花時計の植栽等 



教頭 岩﨑 浩史

（赤泊中学校教頭より）

この４月の異動で、赤泊中学校から参りました岩﨑浩史です。

金井中学校は島内７校目の勤務校で、これまで小規模校勤務でし

たので、佐渡の中心部で学年２学級編制の学校に勤められるのが

とても楽しみです。早く学校を支えられるように、保護者や地域

の皆様と共に頑張ります。よろしくお願いいたします。

教諭 金子 幸弘

（佐和田中学校より）

佐和田中学校から参りました。金井地区での勤務は初めてで、

新入生と同じく、金井中学校１年生です。気持ちを新たに生徒の

皆さんと共に様々なことに挑戦し、多くのことを共に学んでいき

たいと思います。担当教科は数学です。分かりやすい授業を目指

して頑張ります。よろしくお願いいたします。

教諭 村田 健輔

（相川中学校より）

佐渡での勤務は２校目です。校区内に住んでいますので、皆さ

んと学校以外で顔を合わせる機会も多いかもしれません。勉強や

学校行事、部活動などで皆さんが力を思い切り発揮できるように

手助けができればと思っています。早く金井中学校に慣れて、戸

惑いなく皆さんと活動できるように頑張ります。

教諭 中川 一貴

（高千中学校より）

「金井中学校生でよかった」と卒業する際に思え、そして、い

ろいろな人に愛され、惜しまれて卒業できるように、力を尽くし

ていきたいと思います。

担当教科は社会科、部活動は野球部です。よろしくお願いいた

します。

介助員 小田 隆一

（ 新 規 採 用 ）

都内の高校に勤務していましたが、Ｕターンして参りました。

私が教員になるきっかけは中学期にあります。子どもから大人へ

の移行期だけに悩み多き時期ですが、人との関わりで大きく成長

していく時期でもあります。楽しい学校生活を送るため、明るく

思いやりをもち、皆と共に生活していきたいと思います。



職名等 氏 名 担当教科 担当部活動

１ 校 長 香遠 正浩

２ 教 頭 岩﨑 浩史 社会

３ 教務主任 引野 太 社会 野球(副)、テニス(副)

４ １学年主任 樋口 剛 国語 女子バスケット

５ １Ａ担任 金子 幸弘 数学 女子ソフトテニス

６ １Ｂ担任 橘 あずさ 保健体育 陸上・駅伝、バレー(副)

７ ２学年主任 北 修介 国語 男子バレーボール

８ ２Ａ担任 長谷川一憲 数学 男子ソフトテニス

９ ２Ｂ担任 鍛治山 凌 理科 女子バレーボール

10 ３学年主任 嶋倉 久子 英語 吹奏楽

11 ３Ａ担任 中川 一貴 社会 野球

12 ３Ｂ担任 村田 健輔 理科 男子バスケット

13 ３学年副任 荒木 透 技術・家庭 バドミントン(副)、バスケット(副)

14 ふれあいＡ 霍間 寿子 英語 美術

３ ふれあいＢ 引野 太 社会 野球(副)、テニス(副)

15 ふれあいＣ 宗村 伸 保健体育 バドミントン、陸・駅(副)

16 通級指導 仲道 信子 陸上・駅伝(副)

17 兼務教諭 村川比奈子 音楽

18 兼務教諭 濱西杏香里 家庭

19 非常勤講師 原田 国男 美術

20 養護教諭 小林 礼美

21 主 事 澤田 侑季

22 庁務員 加藤 善男

23 介助員 安藤 章子

24 介助員 市川 聖子

25 介助員 小田 隆一

26 図書館事務 児玉 愛

27 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 仲田 美穂

28 心の教室相談員 斎藤すみ子

29 ＡＬＴ ｼﾞｬﾆｰｽ・ﾙｲｽ



新年度の始まりを前に、金井小と金井中のＰ

ＴＡ代表が、佐渡市花時計等管理運営代表の近

藤利弘さん、同オブザーバーの上杉育子さんの

協力を得て、花時計にパンジー（三色スミレ）

を植えました。

小・中学生が毎日、安全で気持ちよく登下校

できることを願っています。 花時計の植栽（３月29日）

新入生59名の入学式

生徒会長の「歓迎の言葉」 新入生代表の「誓いの言葉」

４月の学校行事予定
期 日 行 事 予 定

４月 ６日（月） 新任式、始業式、入学式（在校生不参加）

４月 ７日（火） 全校オリエンテーション、発育測定、生徒会説明会

４月 ８日（水） 部活動説明会、校外団会議

４月 ９日（木） 部活動会議①

４月１０日（金） 地域あいさつ運動、耳鼻科検診、ＰＴＡ拡大本部役員会

４月１３日（月） 生徒指導朝会

４月１４日（火） 尿検査（一次）、ＰＴＡ専門部・学年委員会・常任委員会

４月１５日（水） 尿検査（予備）、

４月１７日（金） 地域あいさつ運動、部活動会議②

４月１８日（土） 授業参観（昼食持参）、第１回ＰＴＡ総会

４月２０日（月） ４月18日の代休日

４月２１日（火） 生徒会朝会

４月２７日（月） 内科検診①、口座引落

４月２８日（火） 内科検診②

※ ４月中に、担任による各家庭の所在地把握をさせていただきます。


