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繋がりを大切にして
校長 小沼 泰高
４月６日(月)に新入生３２名(男子１５名、女子１７名)を迎え、２年生２５名(男子１６名、女子９名)、３年生
２１名(男子１０名、女子１１名)、全校生徒数７８名(男子４１名、女子３７名)、教職員２１名で令和２年度が始
まりました。保護者の皆様、地域の皆様、関係機関の皆様、今年度もよろしくお願いいたします。
さて、年度当初の職員会議で教職員へ、｢生徒が行きたい学校、保護者が通わせたい学校、教職員が働きたい学
校を目指しましょう。そのため、生徒はもちろん全ての人へ、①柔らかく穏やかな表情で、②思いやりのある言
葉で、③澄んだ優しい眼差しで、④相手の話や声に耳を傾けて、⑤相手の心を思いやりながら接しましょう｣と
伝えました。
学校は、生徒同士、保護者同士、教職員同士、生徒と保護者、生徒と教職員、保護者と教職員、生徒と教職員
と保護者というように、多様なコミュニティーの中で教育活動が展開されていきます。さらには御家族はじめ地
域、関係機関、支援団体の方々にもお力添えをいただくわけですから、学校がより良く回るには、人と人との繋
がりが一番大切です。協力的な保護者と地域の皆様、和気藹々と展開されるＰＴＡ活動及びコミュニティースク
ールの構成団体、三校ＰＴＡ協議会と学校後援会など新穂中学校には他に類を見ないすばらしい絆があります。
新穂中学校に赴任した昨年度は、このことへの感謝と大切さを実感いたしました。
それに甘えることなく、先に挙げた五つの心構えを大切に、教職員一同日々の教育活動に取り組んでまいりま
す。
【教育目標】やさしく つよく あたらしく
【重点目標】
◎互いを尊重し ともに高め合う生徒
①自分には良いところがあると回答する生徒が８０％以上
②他者と協力して活動したりやり、遂げたりすることは楽しいと回答する生徒が８０％以上
③いじめはどんな理由があってもいけないと回答する生徒が１００％
◎心身ともに健康な生徒
①平日のゲーム・ネットの時間が２時間以内の生徒が８０％以上
②決められた時刻までにゲーム・ネットを止める生徒が９０％以上
③１日３０分以上運動(徒歩や自転車を含む)をする生徒が８０％以上
④運動をするのは楽しいと回答する生徒が８０％以上
◎自ら学び、考え、創造する生徒
①話す・聞く・書く・読む・思考・判断・表現に関するＡ評価が各教科で８０％以上
②学習や諸活動を通して、話す・聞く・書く・読む力が向上したと回答する生徒が８０％以上
③毎日１時間以上家庭学習をする生徒が８０％以上
【主な取組】
①ＳＤＧｓの推進とＮＩＥの実践研究
②三校ＰＴＡ協議会を軸としたゲーム・メディアコントロール

令和２年度入学式
今年度、３つの小学校より、３２名の新入生が入学
しました。新入生代表「誓いのことば」と在校生代表
「歓迎のことば」を紹介します。

誓いのことば

に清掃班のメンバーで、ジェスチャーゲームを行いま
した。ゲームを繰り返す中で、だんだん和やかな雰囲
気になり、笑顔がたくさん見られました。３年生の皆
さん、ありがとうございました。

新入生代表 計良 亘紀さん

桜のつぼみが咲きほころうとしている今日、私たち
３２人は、不安と希望を胸に夢あふれる新穂中学校の
門をくぐりました。今日は、私たちのためにこのよう
な立派な入学式を行っていただき、ありがとうござい
ます。私たちは、新穂中学校で過ごす３年間の生活を
とても楽しみにしています。
私たちが中学校でがんばりたいことは、学習と部活
動です。そのために、予習、復習をがんばります。部
活動では、今まで習ったことを忘れず、新しいことに
チャレンジします。また、違う小学校から入学してき
た仲間たちとも生涯付き合っていけるような強い絆を
つくります。そして、誰一人欠かすことなく、団結
し、様々なことを乗り越えていきます。
校長先生、先生方、そして、先輩の皆さん。温かい
ご指導をよろしくお願いします。私たち新入生は、歴
史と伝統ある新穂中学校の生徒としての自覚と誇りを
もち、さらにそれを発展させられるように実りある学
校生活を送ることをここに誓います。

【一人一人が大きな声で、返事ができました】

【全体集合写真です。凜々しい表情です】

生徒会オリエンテーション
生徒会本部が生徒会オリエンテーションを行いまし
た。今年はコロナ対応のため、準備時間がほとんどな
い中、前日、遅くまでリハーサルを頑張る姿が見られ
ました。当日は、３年生を中心に、工夫を凝らした委
員会、部活動紹介を行いました。どの１年生も真剣に
見ていました。後半は、全校生徒の交流を深めるため

【３年生の専門委員長がわかりやすく説明しています】

歓迎のことば

在校生代表 佐々木 蒼太さん

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆
さんは入学式をどんな気持ちで迎えましたか。そし
て、中学校生活に向けてどんな決意をもちましたか。
私も２年前は皆さんと同じ気持ちでした。少し大人に
近づいたような嬉しさと中学校生活への期待と不安で
いっぱいだったことを思い出します。そこで、皆さん
の中学校生活がより充実したものになるように、これ
から新穂中学校について紹介したいと思います。
まずは学習についてです。毎日の学習は、多くのこ
とを学び、知識を身に付けるほか、勉強することの大
切さや楽しさを感じとることができると思います。し
かし、初めての英語やその他の教科に不安を感じてい
る人もいるでしょう。でも、安心してください。先生
方がゆっくりと丁寧に教えてくれます。また、定期テ
スト前には質問教室が開設され、じっくりと課題に取
り組むことができます。新穂中学校では、家庭学習に
も力を入れています。各教科の家庭学習ノートの提出
により、自然と自主学習の習慣が付きます。さらに、
定期テストの他に、年数回の基礎学力テストが行わ
れ、満点を取ると賞をいただけます。全校生徒が目標
に向かって頑張れるように工夫されています。
次に部活動についてです。野球部、ソフトテニス
部、男子バスケットボール部、女子バレーボール部が
あります。その他に、特設部として陸上部と駅伝部が
あります。どの部も部長を中心に一丸となり、一生懸
命に練習しています。
そして、生徒会についてです。中学校では生徒会が
中心となり、行事を企画・運営します。体育祭や文化
祭では、全校生徒が協力して取り組みます。仲間と共
に大きな行事を成功させることで喜びや感動が生ま
れ、絆が深まります。
最後になりますが、これから迎える学校生活は大変
なこともあると思います。それと同時に小学校とはま
た違った楽しさや感動があります。明日からの学校生
活を楽しみに登校してください。新入生の皆さんと、
２、３年生でかけがえのない毎日が送れることを願っ
ています。

距離、大学はアメリカンフットボー
ル部、教師になる前はプロのキック
ボクサーをしていました。柔道・空手
・剣道あわせて８段です。社会科や
陸上競技を通して、２１世紀を生き
抜く力をもった、優しくたくましい
生徒を育てたいと思っています。ど
うぞよろしくお願いいたします。
【バレー部の部活動紹介の様子です】

【新入生は、真剣な眼差しで部活動紹介を見ています】

【ジェスチャーゲームの様子です。何を伝えてますか】

新任職員紹介
今年度、８名の職員が転入しました。どうぞよろし
くお願いいたします。新任職員の自己紹介です。

中澤 健太 理科 教頭
金井中学校から赴任しました。
新
穂中学校の印象は、
「部活を一生懸
命にがんばり、駅伝、陸上が強
い！」、「勉強まつりに、挨拶まつ
りをはじめ、生徒会活動が活発で
ある！」ことです。何でも前向きに
取り組む皆さんと過ごせることを
うれしく思います。どうぞ、よろし
くお願いします。
川原 雅史 社会 ２Ａ担任
陸上 駅伝 野球 バスケ
真野中学校から参りました。旧市町村で言えば「隣
町」の金井の出身です。中学校～高校と陸上競技の短

川岸 嵩明 理科
３Ａ担任 野球
柏崎市立鏡が沖中学校から参り
ました。高校まで佐渡で生活してい
ました。10 年ぶりに佐渡に戻り、新
穂中学校で勤務できる事を大変うれ
しく思います。理科や野球がもっと
もっと好きになってもらえるよう、
私自身も日々努力していきます。生
徒と共に汗を流し、楽しい時間を過
ごしていきたいです。どうぞ、よろし
くお願いいたします。
名古屋麻美 国語
１Ａ・ふじの担任 ソフトテニス
お隣の佐渡特別支援学校から参り
ました。支援学校に勤めている時に、
学校の周りを朱鷺が何羽も飛び交う
様子や田んぼに沈んでいく夕日の姿
を見て、佐渡出身ですが大人になっ
て改めて新穂の良さを実感しまし
た。
まだ始まったばかりですか、毎日学
校で見られる生徒の皆さんの笑顔や
自分たちで考えて動く姿に励まされ
ています。生徒の皆さんと日々成長
していけるよう、精一杯努めて参り
ます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
木本 陽介 数学
バレーボール部
新発田市立東中学校から参りまし
た。佐渡は小学校の修学旅行以来で
すので実に 13 年ぶりとなり、特別
なご縁を感じています。新穂中の生
徒が切磋琢磨しながら楽しく学ぶ
ことができるよう、自分自身もたく
さんの事を皆様から学び、一生懸命
努めて参ります。よろしくお願いい
たします。

大藏 佳奈子 養護教諭
金井小学校から参りました。数年
前、佐渡特別支援学校に 7 年ほど勤
めていましたので、久しぶりの新穂
地区勤務にわくわく出勤していま
す。その頃にはなかったお店がたく
さんできて、帰り道もまた楽しみで
す。久しぶりの中学校勤務、気持ち
が表に出ているのか、階段ですれ違
った生徒に「ごきげんですね。」と
声をかけられるほど、浮かれている
ようです。多感な中学生期の成長を
そばで見られることが何より楽し
みです。どうぞよろしくお願いしま
す。
川上 英子 家庭
新穂中学校と南佐渡中学校と赤
泊中学校を兼務し技術・家庭（家庭
分野）を担当します。毎週金曜日に
お世話になります。 地元の新穂
青木に住んでいます。皆さんと学
習できることを楽しみにしていま
す。よろしくお願いします。

大日向 健司 美術
４月から美術を担当します。前任
校は、佐渡特別支援学校です。毎朝、
新穂小学校の児童が集団登校の時
に横断歩道で挨拶を交わすのが楽
しみでした。中学生になった皆さん
に会えて楽しみにしています。新穂
は伝統として挨拶がすばらしい地
域です。皆さんと一緒に学べること
を楽しみにしています。よろしくお
願い致します。
中村 美智子 介助員
両津吉井小学校から参りました。
中学校は初めてなので、とまどう事
があるかと思いますが、自分らしく
精一杯、サポートしたいと思ってい
ます。どうぞ、よろしくお願い致し
ます。

５月の予定
７日（木） ステップアップテスト
９日（土） ＰＴＡ総会 部活動保護者会
フリー参観
１１日（月） 振替休日
１４日（木） フッ化物洗口開始
１８日（月） 新研究テスト（３年生）
１９日（火） 基礎学力テスト（国語）
２０日（水） 生徒総会
基礎学力テスト（数学）
キャリア教育講演会（２年生）
２１日（木） 基礎学力テスト（英語）
緑の少年団入団式（２年生）
２６日（火） 尿検査２次
２７日（水） 眼科検診（13:55～）
総合学習伝統芸能（１年生）
２９日（金） 内科検診（14:00～）
英語検定

新穂中ＨＰ http://niibo-js.sado.ed.jp
も是非ご覧ください。

