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進取 誠実 協力
南三陸町立志津川中学校 №１ 令和３年４月８日

創意と工夫で「光と緑と夢」を！
温かい日差しに誘われたかのように，色とりどりにさまざまな花が咲き競う，

美しい季節を迎えました。新しく始まる学校生活に胸膨らせて期待する子供た
ちを祝福しているかのように，学校周辺の桜も見事に咲き誇っています。
４月８日，１年生５０名が入学し，全校生徒１８７名で今年度がスタートし

ました。なかなか終息の見えないコロナウイルスとの戦いは続いていますが，
逆境という制約がある中でも知恵を出し合い，生徒にとってよりよい学校生活
が送れるよう「光と緑と夢のある学校」を目指し，本校職員一丸となって，全
力で取り組んでまいります。どうぞ令和３年度もよろしくお願いいたします。

「～レジリエンスを備え 志中 as No１ を～」
今日は体育館で２，３年生が始業式を行いました。髙橋校長の式辞を紹介します。

志中だより

校舎西側壁面のイヌワシ

（前略）

新年度の始めにあたり，これから始まる生活で，大事にしてほしいことを話します。

人は生きていく中で，様々な困難に直面します。心が折れそうになったり，くじけそうにな

ったりします。しかし，中には，そのことをバネに乗り越えていく人がいます。また，くじけ

そうなになっても，気持ちを回復し，立ち直ることができる人がいます。この心が折れても立

ち直る力をレジリエンスと言います。このレジリエンスとは「心の回復力」などと訳されてい

ます。

そこで，レジリエンスの意味を，２つのボールでたとえて考えてみます。一つは，鉄ででき

た鉄球です。鉄球は，とても頑丈です。何かが当たっても，へこむことはありません。もう一

つは，ゴム製のボールです。こちらは，押したり，力を与えたりすると，へこみます。しかし，

跳ね返して元に戻ろうとします。この元に戻る様子を心ととらえ，イメージしてみてください。

固くて，強いというより，柔らかくてしなやかな感じです。このしなやかな心がレジリエンス

と思ってください。このレジリエンスは，もともと人に備わっています。そして，特に日本人

は，その力をもっていると世界の人々から言われています。

今年で，東日本大震災から１０年が経過しました。被害に遭った南三陸町の人たちも，悲し

みとつらさに耐えながらも，現在も，忍耐強く立ち直ろうと，前向きに生活しています。まさ

に，レジリエンスの心の表れだと思います。

これから始まる生活で，苦しい場面で，悩むこともあると思います。その時，レジリエンス

の言葉を思い出してください。心が折れそうな時に，折れても立ち直る力，しなやかな心をも

って乗り越えてください。しかし，自分一人で乗り越えられない時には，身近にいる友達，先

生，そして家族に相談してください。きっと道は開けると思います。

新年度を迎え，私が今考えていることは，前任の三浦校長先生が掲げた

「志中 ａｓ Ｎｏ.１」を継承することです。これは，独りよがりでの志中が一番ということ
ではなく，他校や周囲，地域から，私たちの志中が一番の学校であると認められることを目指

しています。そのためにも，学習や諸活動において，昨年度，私が掲げた「自己ベスト ～今

の自分を超える，よりよい自分を目指すこと～」を常に意識して取り組んでほしいと思います。

（後略）



◇◇令和３年度 志津川中学校教職員を紹介します◇◇
どうぞよろしくお願いいたします。

No 担当等 氏 名 校務分掌 No 担当等 氏 名 校務分掌

1 校 長 髙橋 有 学校ＣＩＯ 23 養護教諭 今井 由佳 保健主事 清掃・美化

2 教 頭 髙橋 秀憲 校務全般 理科 24 代替養護教諭 佐藤 美和 教育相談 ＰＴＡ安全

3 主幹教諭 熊谷 康範 教務主任 国語 25 副参事兼事務長 菊田 晶文 事務主任 学校集金

4 １学年主任 大内 健 生徒指導主事 学警連 保体 26 ＡＬＴ シエラ 英語助手

5 １学年副主任 髙橋 理絵 給食主任 英語 27 技 師 高橋 和也 施設営繕 給食指導

6 １-１担任 本宮 佑樹 管理主任 理科 28 兼務教員（志高） 髙橋 昇 中高連携 （英語科指導）

7 １-２担任 菊池 奈歩 図書館教育 国語 29 〃 早坂 祥 中高連携 （数学科指導）

8 １学年副担任 三浦 愛菜 拾得物 数学 30 学び支援教室CN 鈴木眞喜夫 学び支援教室ＣＮ

9 非常勤講師 菊田 浩文 技術 31 Ｓ Ｃ 羽生 綾 教育相談

10 ２学年主任 後藤 祥 研究主任 社会 32 〃 三浦 雅之 教育相談

11 ２学年副主任 松原担任 髙橋 智花 道徳教育推進教師 家庭 33 ＳＳＷ 穂積 雅子 教育相談

12 ２-１担任 鈴木 浩弥 特別活動主任 国語 34 教員補助 阿部 英恵 学習支援

13 ２-２担任 佐藤 和香 志教育 数学 35 〃 吉田 真紀 学習支援

14 ２学年副担任 小松 勇一 国際理解教育 英語 36 〃 渡辺 達也 学習支援

15 学び支援教室担当 佐々木しげ美 学び支援教室専任 保体 37 養護教諭 佐藤 幸 特休（育休）

16 ３学年主任 横山 亮 進路指導主事 数学

17 ３学年副主任 吉田 毅 防災主任 社会 Ｃ Ｎ：コーディネーター

18 ３-１担任 及川 英貴 生徒会主任 英語 Ｓ Ｃ：スクールカウンセラー

19 ３-２担任 伊藤 銀河 福祉教育 音楽 ＳＳＷ：ソーシャルスクールワーカー

20 八幡担任 手塚 博子 特別支援教育CN 理科

21 館山担任 千葉 洋人 部活動部長会 保体

22 ３学年副担任 齋藤 知佳 掲示教育 美術

お願いとお知らせ

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。学校からの緊急や補足等の連絡
は，全てメール配信で行います。

２ まだまだ，新型コロナウイルスの感染が心配される状況が続いています。三密（密閉・
密集・密接）はできる限り避けていただくよう引き続きお願いいたします。
また，感染の状況により，行事等の予定が変更となることもあります。その際は，学校

からお知らせをさせていただきますので，ご了承くださいますようお願いいたします。

３ お車でお子さんを送迎される場合は，中学校自転車置き場脇の駐車場での乗り降りをお
願いいたします。一般道路や校舎付近での乗り降りはお止めください。校舎前で乗り降り
ができるのは，体調が悪く早退する場合や足等のけがをしている場合とさせていただきま
す。

４ ご不明な点等がありましたら教頭，または，担任までご連絡（４６－３６６６）をお願
いいたします。


