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仙北市立 角館中学校
学校報

平成２8年４月７日
No.１ 通巻45

平成28年度がスタートしました

にかほ市勢至公園の桜が例年より10日も早く，

開花が待たれるところですが，４月５日の新任式・

始業式，そして翌日の入学式を終えて，平成28年

度がスタートを切りました。

生徒297名，職員40名で，本年もよろしくお願

いいたします。

まずは，転出入の先生方を紹介致します。

○退任者 伊藤孝良さん(技術員)

○離任者 照井節子先生 協和中学校へ

鈴木茂樹先生 協和中学校へ

赤上秀人先生 生保内中学校へ

藤倉修先生 生保内中学校へ

藤川いづみ先生(主査) 大曲小学校へ

山崎洋先生 大曲中学校へ
高橋智央先生 仙北中学校へ

真崎由紀子先生 大曲中学校へ

武藤美靖先生 中仙中学校へ

古郡未奈美先生(事務)大曲中学校へ

丹野雪子先生 桧木内小学校へ

熊谷智香子先生 中川小学校へ

石山宏央さん スクールカウンセラー

○転入者 大沼智美先生(主査)四ツ屋小学校より

細川博文さん(技術員) 神代小学校より
田中一先生 大曲中学校より

草彅宏之先生 桧木内中学校より

新山滴先生 神代中学校より

武村亜樹子先生 桧木内中学校より

三浦誠先生 岩城中学校より

小野栄一郎先生 美郷中学校より

藤田里子先生 新規採用

武藤貴史先生 新規採用

藤原保子先生 初任者研修担当教員

樋場香織先生 美郷中学校より
米澤浩美先生 角館小学校より

菅原万里子先生 神代小学校より

鈴木麻美先生 角館小学校より

佐川利沙さん スクールカウンセラー

次に，職員組織について紹介します。

校 長 佐藤 心一(数学・英語)

教 頭 三浦 政喜(保体)

教務主任 畠山 仁(数学，バレーボール部々長)
研究主任・副教務 奈良 淳一(音楽，オーケストラ部顧問)

生徒指導主事 井合 和人(保体，野球部監督)

初任研担当 藤原 保子

養護教諭 古村 香(保健主事)

栄養教諭 田村 香寿恵

主 査 大沼 智美

Ａ Ｌ Ｔ ジョセフ・グリッグス

技 術 員 細川 博文

校 務 員 佐々木 健太

校 務 員 藤田 富美子

□ 特別支援部・けやき

通級指導 山崎 久美子(社会・オーケストラ部々長)
主任・Ａ組担任 長澤 真由美(美術，美術部顧問)

Ｂ組担任 藤原 恭子(理科，科学部顧問)

Ｃ組担任 新山 滴(英語，英会話部顧問)

□１年部

主 任 草彅 宏之(保体，女子バスケットボール部監督)

副 主 任 田中 一(社会，卓球部長，スキー・水泳担当)

Ａ組担任 出町 吉弘(英語，剣道部監督)

Ｂ組担任 三浦 誠(数学，女子ソフトテニス部監督)

Ｃ組担任 藤田 里子(国語，女子バスケットボール部々長)

Ｄ組担任 武村 亜樹子(家庭，生活福祉部顧問)
支 援 員 米澤 浩美

支 援 員 鈴木 麻美

□２年部

主 任 広瀬 文夫(英語，柔道部監督)

副主任・Ａ組担任 福田 裕司(理科，男子卓球部監督)

Ｂ組担任 武藤 貴史(社会,男子バスケットボール部監督)

Ｃ組担任 山口 晃正(国語,野球部々長，陸上監督)

学年所属 樋場 香織(数学)

支 援 員 菅原 万里子

□３年部
主 任 大河 見一(社会，男女バスケットボール部々長)

副主任・Ａ組担任 佐々木 克実(理科，女子卓球部監督)

Ｂ組担任 佐藤 美香(英語,バレーボール部監督)

Ｃ組担任 小野 栄一郎(技術，サッカー部監督)

Ｄ組担任 赤川 嗣昭(数学，男子ソフトテニス部監督)

生徒指導専任 佐々木 充(国語，サッカー部々長)

支 援 員 田村 雄幸

□スクールカウンセラー 佐川 利沙

第34期生入学式 挙行

4月6日(水)，本校第34期生98名の入学式が穏

やかな快晴の下，

多数のご来賓，

保護者の皆様を

お迎えし，挙行

されました。

新入生歓迎の

言葉，新入生誓

いの言葉を紹介

します。

歓迎の言葉

生徒会長 戸嶋 宏樹さん

窓から降り注ぐ暖かな日差しが新たな季節の到

来を感じさせます。

本日，角館中学校に入学される98名の新入生
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の皆さん，ご入学おめでとうございます。私たち

在校生は，今日の日を心待ちにしていました。

入学式を迎え，皆さんは今，新たな中学校生活
への期待と不安でいっぱいだと思います。私も２

年前，皆さんと同じような気持ちで入学式に臨ん

だのを覚えて

います。

でも，新入

生の皆さん，

安心してくだ

さい。私たち

在校生が皆さ

んを全力でサ
ポートしてい

きます。もし，何か困ったことがあったら，気軽

に相談してください。いつでも皆さんの力になり

たいと思います。

はじめは不安なことばかりで大変だとは思いま

すが，少しずつ新しい生活に慣れていくことで，

きっと充実した楽しい学校生活になると思いま

す。焦らず少しずつ中学校生活に慣れていってく

ださい。

さて，今日から皆さんは，角館中学校の生徒の
一員です。そこで，皆さんに特に頑張ってほしい

ことがあります。それは，あいさつです。元気で

さわやかなあいさつは，角中が誇る素晴らしい伝

統です。元気なあいさつは，する側もされる側も

とてもさわやかな気分になります。是非，皆さん

も自分から進んであいさつをすることを心がけて

ください。

そして，中学校からは部活動がスタートし，勉

強も新しい教科が増え，小学校よりもさらに難し
くなります。この二つを両立させることは，非常

に難しいことですが，充実した学校生活を送るた

めにとても大切なことです。勉強と部活動の両立

を目指しましょう。

他にも角中では楽しい行事がたくさんありま

す。たとえば，クラス対抗で歌声を競う「合唱コ

ンクール」，様々な展示で来校してくれたお客様

を笑顔にする「すずかけ祭」，グループに分かれ，

食材の買い出しから始める「なべっこ」など，ど

の行事も小学校とは一味も二味も違う貴重な体験
をすることができます。そして，これらの行事は，

私たち生徒が主体となって活動していきます。

このように中学校では，小学校のとき以上に自

分たちで考え，行動する場面が多くなります。で

すから，一人一人が角中生としての自覚をもち，

様々な活動に責任をもって取り組むことが大切で

す。皆さんも，その意識を強くもって活動に取り

組みましょう。そして，これからの角中をともに

よりよい学校にしていきましょう。

これから始まる三年間の中学校生活が，皆さん
にとって思い出深い，充実したものとなることを

お祈りし，歓迎の言葉といたします。

新入生 誓いの言葉

代表 １年Ｃ組 森田 智大 さん

暖かな春の訪れと共に私たち９８名は，大きな

期待を抱き角館中学校に入学することができまし

た。新しく出会う仲間，たくさんの先生方，この

中学校をひっぱっている先輩方，これから訪れる

たくさんの行事に心を弾ませています。と同時に，
難しくなる勉強や部活動，そして，人と人のつな

がりや関係などに少しの不安を抱いていました。

しかし，今，中学校の先生方や先輩方に温かく

迎えていただき，その不安も消えました。二月の

体験入学では，

先輩方の授業に

向ける真剣な眼

差しを目にして

「自分も先輩方

のような中学生
になりたい…」

と強く思い，先

輩方に少しでも近づけるよう，これから努力して

いきたいと思います。

僕が角館中学校の行事の中で特に楽しみにして

いることは，「合唱コンクール」です。先輩方の

歌声を聞き，みんなで一つのことを成し遂げる素

晴らしさを感じ，僕もクラスの仲間と一つの目標

に向かい努力し，喜びを分かち合いたいと思って

います。
これから先生方や先輩方にいろいろなことを教

えていただき，「角中生として」成長していきま

すので，どうぞよろしくお願いします。

私たち，新入生９８名は，今日のこの喜びを忘

れずに角館中学校の生徒としての自覚をもち，仲

間と協力し，支え合い，何事にも挑戦していくこ

とをここに誓います。

新入生歓迎の歌は，ＡＫＢ48の「365日の紙飛
行機」で，3年生 進藤凜さんの独唱でした。とて

も素晴らしい歌声でした。さびの部分で野球部有志

が身体を揺らして奮闘しました。

新入生の皆さん，これからの学校生活，何にでも

夢中になって取り組んでほしいです。入学おめでと

うございます。

の行事

07(木)集会指導，オリエンテーション

08(金)身体計測・視力検査２年
11(月)希望面談～15(金),身体計測・視力検査1年

12(火)郡市春季大会抽選会

15(金)第1回専門委員会

18(月)新時間割スタート

19(火)全国学力学習状況調査(国，数)3年

20(水)ＰＴＡ授業参観，ＰＴＡ総会

21(木)内科検診3年

23(土)郡市春季大会(野球,バスケットボール,卓球,

サッカー,ソフトテニス，バレーボール)～24(日)
26(火)学校休業日，仙北市教職員研修会，大曲仙

北教育春季研究会

27(水)職員会議，部活動担当者会議

28(木)部活動キャプテン会議

29(金)春季野球大会３日目


