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進取 誠実 協力
南三陸町立志津川中学校 №１ 令和２年４月８日

ピンチをチャンスに！
令和２年度が始まりました。志津川中学校の周りは桜やこぶしの花が美しく咲き

誇り，学校花壇には昨年，静岡県下田市長様からご寄贈いただいた水仙の花が風に

揺れています。まるで生徒の皆さんの進級や入学を祝っているかのようです。

特に今年は，例年以上に気持ちを新たにして新年度のスタートが切れると思って

いましたが，新型コロナウイルス拡大防止のため，残念ながら明日から１７日（金）

まで臨時休業の措置をとらせていただくことになりました。

この度，不要不急の外出を控える中ではありましたが，教育委員会の判断で始業

式・入学式を実施することができました。学校としては，進級・入学後の新たな学

級や担任の先生，学級の仲間が分かることで，学校生活への安心感を持ってもら

えるのではないかと思っております。今後，新型コロナウイルス感染が拡大するの

か，収束に向かうのかは，一人一人の生活の仕方にかかっています。再び元気に４月２０日（月）

から学校が再開できるよう，健康管理には十分ご配慮願います。

生徒の皆さんには，学校再開後に，しっかりとしたスタートダッシュを切ることができるよう，

基本的な生活習慣を堅持し，適度な運動を行うことで免疫力を高めてほしいと思います。そして，

各教科から出された課題に自主的に取り組み，学力の維持・向上を図るよう，ご家庭でもお声掛け

をお願いいたします。学校には特別なことがない限り教員は出勤しておりますので，困ったことが

あったら，どんなことでも相談していただければと思います。

「～光と緑と夢のある学校を目指して～」
今日の入学式では，６４名の新入生を迎えました。髙橋校長の式辞を紹介します。

（前略）６４名の入学生の皆さん，入学おめでとうございます。皆さんの入学を，本

日の式には参加していませんが，先輩である在校生，教職員一同，心待ちにしていま
した。志津川中学校は，「光と緑と夢のある学校」を目指しています。「光」とは，輝

く笑顔。「緑」とは，豊かな心。「夢」とは，たゆまぬ努力を意味し，長年に渡り継承

されてきた学校像でもあります。

本校には，こんな生徒になってほしいという教育目標が三つあります。それは「自

ら学び考える生徒」「明るく思いやりのある生徒」「体を鍛え運動に励む生徒」です。

今日は，中学校生活のスタートにあたり，この三つのことについてお話しします。

まず，「自ら学び考える生徒」ということでは，自分の将来の夢や目標をもってほ

しいと思います。その実現のためには，確かな学力は欠かせません。各教科の授業も

大切にし，しっかり学習しましょう。また，家庭学習にも積極的に取り組んでくださ

い。毎日の家庭学習で宿題はもとより予習・復習を行いましょう。今から高校受験な

ど，進路を意識して，１年生から学習を積み重ねていってほしいと思います。

次に「明るく思いやりのある生徒」ということでは，どうか皆さんがお互いを理解

し，思いやりの気持ちで助け合い，共に学び，自分の能力を存分に発揮しながら成長

してほしいと思います。今日初めて出会い，話した人もいるでしょう。初めて話した

人がいても，今日から大切な同級生です。心の絆を深めていってほしいと思います。

最後に，「体を鍛え運動に励む生徒」ということでは，体力は人間の活動の源です。

保健体育の授業や部活動にも積極的に取り組んでください。また，部活動では，先輩

や顧問の先生との出会いもあります。その出会いが皆さんの心身の成長に結び付きま

志中だより
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す。是非，多くの人に支えられていることを感じ取ってください。この三つの生徒像

を目指し，充実した中学校生活を過ごしましょう。

次に，保護者の皆様に申し上げます。本日は，お子様のご入学，誠におめでとうご

ざいます。本日から，志津川中学校の生徒として，お子様をお預かりいたします。中

学校生活は将来しっかりとした社会人となるための準備期間であり，「新たな出会い」

と「挑戦」の舞台でもあります。今，お子様は，その舞台に立ちました。これから，

我々，教職員一同，お子様の無限の可能性を引き出し，そして，この舞台を「活躍の

舞台」へと導いていきたいと思います。しかし，思春期と言われる，多感な時期を迎

えることとなります。どうか，これまで以上に，お子様の声に耳を傾け，温かな眼差

しで見守り続けていただきたいと思います。ご理解，ご協力をよろしくお願いいたし

ます。（後略）

◇志津川中学校の教職員を紹介します

№ 担当等 氏名 校務分掌 № 担当等 氏名 校務分掌等

１ 校長 髙橋 有 学校 CIO 21 養護教諭 今井 由佳 保 健 主 事 教 育 相 談

２ 教頭 櫻井美佐子 校務全般 保体 22 代替養護教諭 佐藤 美和 教 育 相 談 保 健 教 育

３ 主幹教諭 熊谷 康範 教務主任 国語 23 事務長 菊田 晶文 事 務 主 任 学 校 集 金

４ １学年 主任 後藤 祥 情報教育 社会 24 講 師 菅原 佳江 行きたくなる学校づくり推進教師

５ １学年副主任 髙橋 理絵 給食主任 英語 25 ＡＬＴ シエラ 英語助手

６ １－１ 担任 桜井 隼汰 管理主任 社会 26 技師 高橋 和也 施設営繕

７ １－２ 担任 菊池 裕弥 生徒会 国語 27 兼務（志高） 小野寺 博 中高連携・英語

８ 松 原 担 任 髙橋 智花 道徳教育 家庭 28 兼務（志高） 小田島 修 中高連携・数学

９ １年副担任 三浦 芹香 少人数指導 数学 29 非常勤講師 菅原 京子 初任研教科指導員

10 ２学年 主任 小島 誠寿 研究主任 数学 30 ＳＣ 羽生 綾 教育相談

11 八 幡 担 任 手塚 博子 特別支援教育 理科 31 ＳＣ 佐藤 建雄 教育相談

12 ２－１ 担任 及川 英貴 特別活動 英語 32 教員補助 阿部なを子 学習支援

13 ２－２ 担任 伊藤 銀河 福祉教育 音楽 33 教員補助 阿部 英恵 学習支援

14 ２年 副担任 佐藤 陽子 図書館教育 国語 34 教員補助 吉田 真紀 学習支援

15 ２年 副担任 北上ちひろ 緑化指導 美術 35 教員補助 阿部 由美 学習支援

16 ２学年 主任 大内 健 生徒指導主事 学警連 保体 技術 36 教員補助 渡辺 達也 学習支援

17 ３－１ 担任 原 隼 志教育 中体連 保体 37 ＳＳＷ 未定

18 ３－２ 担任 本宮 佑樹 生徒会主任 理科 38 養護教諭 佐藤 幸 育休

19 館 山 担 任 横山 亮 防災主任 数学

20 ３年 副担任 工藤 香澄 国際理解教育 英語

◇４月２０日（月）の学校再開へ向けて（お願い）
１ 緊急メール配信への登録をよろしくお願いいたします。学校からの連絡は，全てメール配信

で行います。

２ 不要不急の外出・三つの密（密閉・密集・密接）はできる限り避けていただきたいと思いま

す。また，誰もが不安で過ごしますので，できるだけお子様と会話をして心の安定を図ってい

ただきたいと思います。

３ 臨時休業期間，お子様が自宅以外（祖父母宅等）で過ごす場合は，学級担任（46-3666)まで
連絡をお願いいたします。


