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『努力を積み重ねる人に、温かい思いやりの心をもった人に、互いに高め合う仲間に！
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春の温かい日差しが降り注ぐ中、野山の草花が芽吹き始め、校庭の桜ももうすぐ開花を
迎える頃となりました。本日、多数のご来賓の方々並びに保護者の皆様のご臨席を賜り、
平成２８年度入学式を挙行できますこと、職員一同心より感謝申し上げます。
ただ今、元気よく返事をし、姿勢よく起立した２５名の新入生の皆さん、平林中学校へ
の入学おめでとうございます。皆さんの入学を職員そして２・３年生全員で心待ちにして
いました。皆さんは六年間の小学校課程を立派に修了し、大きな期待に胸を膨らませ、今
年度７０周年を迎える、伝統ある平林中学校に入学しました。今、皆さんを見ていると夢
や希望に満ちた、一人一人がとても輝いた顔に見えます。
さて、平林中学校への入学に当たり、この三年間を皆さんがどう過ごすか、充実した思
い出多い三年間にしてほしいと願い、次の三つのことをお願いします。
一つ目は、努力を積み重ねる人になってほしいということです。中学校時代は心身とも
に最も成長する時期です。この三年間で自らを鍛え、どんな困難でも乗り越えていける強
い心と体をつくってほしいと思います。そのために、学習や部活動で目標をもち、その達
成を目指して、日々努力してほしいのです。中学校時代に努力して自らを鍛えた人と、努
力せずに困難なことを避けてしまった人とでは、将来とても大きな差が出てしまいます。
これからの人生を豊かに生きていくために、努力して自らを鍛えていってください。
二つ目は、温かい思いやりの心をもった人になってほしいということです。中学校では、
広い地域から多くの生徒が集まって、一つの校舎で一緒に生活します。仲間と充実した活
動をするためには、お互いを思いやる心がとても大切です。道徳の時間や諸活動を通して、
思いやりの心や協力・助け合いの心を培ってください。自らの感情だけで行動するのでは
なく、相手の気持ちが分かる人になってほしいのです。中学生は、日常の生活でも学習や
部活動でも自ら考え、判断して行動することが求められます。一方では、心身の大きな変
化と著しい成長の中で、友人関係や学習・部活動のことなど、様々なことで悩んだり迷っ
たりすることがあります。悩みや困ったことがあったら、何でも先生・家族・友達に相談
してください。必ず力になってくれますし、解決への道は開けます。
三つ目は、互いに高め合う仲間になってほしいということです。中学校はしっかりと学
び、自らを高めるところです。各教科の学習については、それぞれ専門の先生が丁寧に教
えながら、小学校の内容から段階を追って高度な内容になるように授業を進めていきます。
活動を通して仲間と学び合いながら、学習内容を身に付けます。そこでは、皆さんの前向
きな学習意欲や態度が重要になります。さっそく今日から家庭での学習習慣を身に付け、
自らを磨いてください。この積み重ねが三年後の希望する進路の実現につながります。仲
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間と互いに刺激し合い、励まし合って高め合う関係を築いていってください。
平林中学校では、今お話しした三つのことを「夢・友・学び」の教育目標として掲げ、
これまでの卒業生が諸活動に取り組んで、伝統を築いてきました。これからも全校生徒で
伝統を受け継ぎ、発展させていきます。
２・３年生の皆さんにお話しします。意欲あふれる１年生を迎え、先輩として生活面で
も学習や部活動の面でも模範となるとともに、入学した頃のことを思い出して温かく親切
に相談に乗ったり、教えたりしてあげてください。そして、全校生徒が団結して、これま
での良き伝統である「挨拶」と「合唱」にさらに磨きをかけ、明るく活力あふれる平林中
学校をつくり上げていきましょう。
保護者の皆様に申し上げます。本日から皆様の大切なお子様をお預かりいたします。全
職員で力を合わせ、誠意をもって一人一人のお子様の成長を支援・指導してまいります。
これからの三年間、保護者の皆様のご理解とご協力を得て、家庭と学校が連携して生徒の
教育に当たることをお願い申し上げます。
また、本日ご臨席賜りましたご来賓の方々からの変わらぬご支援をお願い申し上げ、そ
して新入生の皆さんのこれから三年間の大いなる活躍を期待して、式辞といたします。

桜のつぼみがふくらみ、暖かい春風を感じる季節となりました。私たち２５名
は、新しい生活が始まることへの大きな期待とほんの少しの不安を胸に、今日平
林中学校に入学しました。私は平林中学校の良き伝統を守り引き継ぐことのでき
る生徒になりたいと思っています。昨年１１月に「いじめ見逃しゼロスクール集
会」で平林中学校に来た時、先輩方はとても優しく接してくださいました。はじ
め、とても緊張していた私に先輩方が気さくに話しかけてくださり、面白い話を
して笑わせてくださいました。おかげで緊張がほぐれ、一日楽しく過ごすことが
できました。だから、私は先輩方のように困っている人に気づき、優しく接する
ことができる中学生になりたいです。そして、学習面では、全教科を頑張りたい
と思っています。勉強も難しくなると聞いていますし、定期テストもあるからで
す。毎日、自主学習に取り組み予習や復習を頑張りたいと思います。また中学校
では、新しい教科もあるので、どんな勉強をするのか今から楽しみです。私たち
は入学したばかりでわからないことがたくさんあります。先輩方や先生方に御迷
惑をおかけすることもあると思います。早く新しい学校生活に慣れ、平林中学校
の生徒として胸を張ることができるよう精一杯努力します。夢に向かって仲間と
一緒に実り多い充実した三年間を送っていきたいと思います。どうぞよろしくお
願いします。

【１年１組 川﨑 颯汰さん】
颯汰さん】
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生活リズムを見直し、あきらめない気持ちで！
生活リズムを見直し、あきらめない気持ちで！
僕は、勉強、生活、部活動で今年１年頑張らなければいけない点がいくつかあります。
まず勉強面では、学校から帰ってきたらゲームを優先してしまい、勉強をさぼったり夜遅
い時間に勉強を始めたりすることがありました。そのため、テストでは自分が目標とした
点数に達することができませんでした。今年度は勉強を優先し、その日習ったことを復習
するようにしたいです。またテスト前にはワークをくり返し勉強するようにしたいです。
次に生活面です。僕は、寝る時間が遅かったため授業中眠くなることが多く、先生が話
した大事なところを聞き逃すことがありました。だから生活リズムを見直して睡眠をしっ
かりとり、勉強などに影響が出ないようにしたいです。
最後に部活動です。僕はディフェンスで抜かれそうになったり抜かれたりした時に、す
ぐにあきらめてしまっていました。部活動前のランニングでも膝が痛かったり足首が痛か
ったりすると目標をあきらめてしまっていました。だからあきらめない気持ちを育ててい
こうと思います。この３つのことを今日から頑張り、いろいろな場面で活躍できる先輩に
なりたいです。
【２年１組 石田 直暉さん】
直暉さん】

最上級生としての自覚！
僕は３年生になるにあたり、
「最上級生としての自覚」を大切にして生活していきたいと
思っています。今の僕にはまだ「最上級生としての自覚」が足りないと思います。今まで
の僕は、部活のときや日々の生活など様々な場面で、
「先輩がいるから大丈夫」という安心
感がありました。
勉強では、自分の気持ちの中で「まだ時間があるから大丈夫だ」と思ってしまい、時間
だけが過ぎていってしまうという僕の悪い癖が、毎日と言っていいほど出ていました。し
かし、このままではいけません。今年は受験生としての一年でもあるのです。卒業した３
年生からはよく「もっと前から勉強していれば良かったな。
」という言葉を聞きました。だ
からこそ僕は、今のうちからコツコツと毎日質の高い自学をしていきたいです。しかし、
口で言うことは簡単です。これを有言実行するためには、自分の心にムチを打ち、受験生
としての自覚をもつことが大切だと思います。
部活動では、尊敬されるような先輩を目指したいです。僕が入学してから今までの野球
部の８名の先輩方は、どの先輩も明るくチームを盛り上げていってくれました。僕は特に、
中心選手としてピッチャーをしていた数陽さん、阿部さん、健弥さんたちの、メンタルの
強さがすごいと思いました。しかしまだ、僕にはその強靱なメンタルはありません。強靱
なメンタルやエースとしての自覚をもち、郡市大会で優勝できるチームにしていきたいで
す。平中野球部に対して、
「応援している」と言ってくださる人もたくさんいるので、その
人たちのためにもがんばっていきたいです。
【３年１組
【３年１組 石栗 悠成さん】
悠成さん】
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４月より平林中学校に赴任しました。村上市での勤務は初めてですが、早く地域を
知り、保護者や地域の皆様の御協力を得て、心身ともに健やかな生徒を育てていきた
いと決意しています。これまで積み上げてきた素晴らしい伝統を引き継ぎ、更に発展
していく平林中学校を目標に全教職員で教育活動を推進していきます。日々の活動で
生徒の笑顔があふれ、誰もが活躍する活気あふれる学校を目指します。どうぞよろし
くお願いいたします。
【校長 廣川 乗】
今年度、県立村上特別支援学校より赴任しました。村上市出身です。車で高速道路
を運転して平林中学校の方を眺めると、清流である荒川と日本海という大自然に囲ま
れていて、おいしいコシヒカリが育つ素晴らしい環境だと感じていました。この雄大
な景色のように、私自身生徒一人一人の夢に寄り添い、実現できるように精一杯頑張
りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【1 学年主任 髙橋 忠】
長岡市立与板中学校から参りました。地元は新発田市です。今まで村上市に来たこ
とはなく分からないことばかりですが、平林中学校の皆さんにいろいろなことを聞き
ながら早く慣れたいと思います。これからよろしくお願いいたします。
【２年 1 組担任 中村 友哉】
友哉】
平林中学校の生徒はたいへん素晴らしいと伺っており、赴任するのを楽しみにして
いました。保健室はもちろん、いろいろな場所で生徒の皆さんと活動しながら、早く
「私の学校平中」になっていきたいと思います。保護者の皆様もお気軽にお声がけく
ださい。どうぞよろしくお願いいたします。
【養護教諭 長谷川 ひとみ】
ひとみ】
この度、山北中学校から転任してまいりました。出身は新発田市です。岩船中学校・
神納中学校との三校兼務なので、生徒の皆さんと会えるのは木曜日の午後と金曜日に
なります。皆さんと充実した美術の時間を過ごしていきたいと思います。美術の苦手
な人も少しでも美術を楽しいと思ってもらえるように一生懸命頑張りますので、よろ
しくお願いいたします。
【県非常勤講師 渋谷 美紗枝】
美紗枝】
担当教科は技術、胎内市立黒川中学校・乙中学校との３校兼務なので毎週木曜日に
平林中学校に来ます。週に１日しか学校に来ないぶん集中して生徒の皆さんとかかわ
っていきたいと思います。授業では技術の「素晴らしさ」・「楽しさ」・「使い方」につ
いて一緒に学んでいけたらと思っています。微力ではありますが一生懸命務めていき
ます。よろしくお願いいたします。
【県非常勤講師 五十嵐 裕平】
裕平】
介助員として赴任いたしました。学校で仕事をするのは初めてですが、一生懸命に
頑張りますのでどうかよろしくお願いいたします。
【介助員
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中村 勝子】
勝子】

新発田市立猿橋小学校より参りました。前任校は、学校と離れたセンター勤務でし
たので、自校式の給食にとてもわくわくしています。村上市のおいしい食材を取り入
れた、みなさんに楽しみにしてもらえる給食作りを頑張りたいと思います。よろしく
お願いいたします。
【栄養士 田邊 愛 】
荒川中学校から参りました。現在荒川地区に住んでおりますが、宿田の出身で平林
中学校の卒業生です。入学したのがちょうど４０年前でした。技能員の仕事ではあり
ますが、母校にまた通えることになり、たいへん嬉しく、また少し懐かしく思ってい
ます。これから保護者の皆様や地域の方々に何かとお世話になることがあると思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
【技能員 高田 裕久】
裕久】
村上第一中学校から参りました。皆さんの元気で明るい声が聞けるのが楽しみです。
安全で美味しい給食を提供できるように頑張りたいと思います。これからよろしくお
願いいたします。
【(株)メフォス調理員 後藤 里子】
里子】

今月の、
「頑張りました！」
理科検定
理科検定

４ 級 遠山 瞭介（３年生）

４月
４日（ 月 ）
６日（ 水 ）
７ 日（ 木 ）
８ 日（ 金 ）
１ ２ 日（ 火 ）
１ ９ 日（ 火 ）
２ １ 日（ 木 ）
２ ２ 日（ 金 ）
２ ３ 日（ 土 ）
２ ４ 日（ 日 ）

２ ７ 日（ 水 ）
２ ８ 日（ 木 ）

おもな行事（予定）
ＰＴＡ新旧三役引継ぎ会
始業式
入学式、ＰＴＡ入会式
第１回ＰＴＡ理事・評議員会
３年生内科検診
１・２年生内科検診
３年生全国学力学習状況調査
振替休日（２３日分）
部活動参観【～５月２日（月）】
ＰＴＡ総会、オープンスクール
１・２年生オープンスクール
３年生修学旅行【～２６日（火）】、
１・２年生の自宅確認【～２６日（火）
】
午前授業（午後：岩船郡村上市中学校教職員研修会）
振替休日（２４日分）
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職 名

氏 名

備 考

乗

職 名

氏 名

備 考

県非常勤講師

渋谷美紗枝

美術・３校兼務
技術・３校兼務

校 長

廣川

教 頭

村山 敬介

ＰＴＡ事務局

県非常勤講師

五十嵐裕平

教務主任

和泉 宏行

児童生徒支援加配・郷育会議・卓球部

技能員

高田 裕久

１学年主任・特活主任

髙橋

進路指導主事・バレーボール部

市非常勤講師

坂上 直美

１年１組担任

岸 茉由子

生徒会主任・バスケットボール部

介助員

一ノ瀬真弓

２学年主任

鈴木 篤史

研究主任・バレーボール部

介助員

中村 勝子

２年１組担任

中村 友哉

生活委員会・野球部

ＡＬＴ

Maczka Michelle Marie

毎週２回来校

３学年主任・サポートルーム担任

小田 剛志

生徒指導主事・野球部

スクールカウンセラー

鈴木久美子

毎月２回来校

３年１組担任

古澤

情報教育・卓球部

栄養士

田邊

平林小学校との２校兼務

３学年副任

富樫 拓也

体育主任・バスケットボール部

調理員

山崎あつ子

（株）メフォス

養護教諭

長谷川ひとみ

保健主事・文化部

調理員

佐藤 成子

（株）メフォス

事務主任

出塚 大貴

調理員

米山 直子

（株）メフォス

調理員

後藤 里子

（株）メフォス

忠

徹

入学式フォトアルバム

財務委員会

愛

入学式の呼名で１年生は明瞭な返事をしていました。
入学式に臨む２・３年生の態度もたいへん立派でした。
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