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朝日中学校だより 
笑顔あふれるあたたかい学校      令和４年４月 22日発行 

【教育目標】 進んで学び 豊かな心をもった たくましい生徒 

 

朝日中学校の令和４年度がスタートしました 

 

 ４月７日（木）に、第 33回入学式を挙行しました。新型コロナウイルス感染症対策のた

め、今年度も昨年度と同様、生徒、保護者、来賓（市教育委員）、職員での入学式としまし

た。今年度は 39 名の新入生が入学し、朝日中学校の仲間入

りをしました。生徒会長が、先輩として温かく力強い「歓迎

の言葉」を述べました。また、新入生代表からは、中学校生

活に向けた希望を込めた「誓いの言葉」が発表されました。 

 全校生徒 140人での、朝日中学校の令和４年度がスタート

しました。 

 

歓迎の言葉を述べる 生徒会長  

 

「生徒・職員の笑顔があふれる学校に」 

校長  近 貴志  

 

 ４月１日から、当校の校長職を拝命いたしました、近 貴志と申します。朝日中学校

で勤務できることを心から光栄に、嬉しく思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 前任の木ノ瀬校長先生が、「変化の激しいこれからの社会で力強く生きる力を、生徒

が着実に身に付けることができるよう」、教育課程を改革して学校経営に取り組んでこ

られたことに深く敬意を表し、私も「生徒の未来、朝日地区の未来のために、今、取り

組むべきことは何か」ということを常に念頭において学校経営に取り組みます。皆様か

らご協力を賜りますよう、どうかよろしくお願いいたします。 

 生徒・職員の笑顔があふれる学校にするためには、どのようなことを実現していけば

よいか、という問いに対して、私は次のように考えております。 

１ 生徒が自主的に計画するようにする。 

２ 生徒が能力を発揮（活躍）して、認められる場をつくる。 

３ 生徒の相互の関係性をよくする。 

１については、例えば学習では、生徒が自分の家庭学習を自分で計画できるようにし

ます。このことが朝日中学校の生徒の学力を伸ばすと信じて、新しくフォーサイト手帳

を導入し、活用します。学びの自己調整力は、これからの社会を生きるために必要です。 

自分で計画するためには、見通しをもたなければなりません。また、一度失敗しても、

次に成功するためには振り返りを行い、修正した計画を立てる必要があります。このサ

イクルが成長する個人を育てることになります。 

２について、（生涯を通じて）自分の能力を発揮して認められることが、幸福感を生

むと考え、この成功体験を積む過程を中学校時代に経験させます。具体的には、学年担
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任制や部活動等で生徒をよく知っている職員が、生徒の能力を発揮する場を設定します。 

生徒が意欲をもって能力を発揮して役割を果たし、他者から認められることによって

一層成長することを学校全体で目指します。 

３について、先日の全校朝会でも生徒に話しましたが、これからの社会を幸せに生き

るためには、他者と良好な関係性を保ち、互いに能力を発揮するために助け合うことが

大切です。人の幸せは、その多くは他者からもたらされることが多いと思います。賞賛

の言葉をかけられることや、他者と協働して成功体験を得たりすることなどです。その

ために、許容的な言葉遣いや、他者の良さに気づく力を生徒に身に付けてほしいのです。 

学校が生徒を伸ばすことは、一朝一夕にできるものではありませんが、常に心がけて

着実に歩みを進めていかなければなりません。家庭や地域のお力もぜひお借りしたいと

存じます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

 この紙面に書ききれないことについては、学校ホームページの「日々の取組～朝日中

学校のブログ～」に書かせていただきたいと思います。ご高覧いただければ幸いです。 

 

 

新入生「誓いの言葉」～第 33回 入学式より～ 

 

暖かな春がおとずれ、木々が芽吹き始める今日のよき

日、ぼくたち新入生は、これまで支えていただいた家族や

地域の方々に見守られながら朝日中学校の入学式をむか

えることができました。 

中学校生活の第一歩をふみ出した今、ぼくは朝日中学校

で学ぶ喜びや希望、そして不安、いろいろな気持ちで胸が

いっぱいです。 

ぼくが中学校でがんばりたいことは、部活動です。ぼくたちが六年生のとき、部活動

体験がありました。ぼくは、バスケットボール部を体験したのですが、先ぱいの皆さん

がかっこよくて迫力があり、ぼくも早く部活動をやりたくなりました。先生方や先ぱい

のみなさんに教えていただきながら、あきらめずに練習をがんばりたいです。 

中学校で楽しみなことは、体育祭です。小学校の運動会とは違い、パネルを制作した

り、選抜リレーがあったりするので、みんなと楽しみたいです。 

ぼくが好きな教科は体育です。体を動かすことが好きなので、友達といっしょに楽し

みたいです。中学校では、新しい教科が増え、勉強が難しくなりますが、小学校で学ん

できたことを生かし、予習と復習をして、知識を深めていきたいです。 

ぼくは、小学校六年間で運動会などの行事や、友達と過ごす中で、団結することの大

切さを学び、達成感を味わうことがたくさんありました。中学校でも新しい仲間と協力

し合い、目標に向かって積極的に行動することが大切だと思います。 

先生方、先ぱいの皆さん、保護者の皆様、しっかりとした朝日中学校の生徒になれる

よう全力で取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いします。 

ぼくたち新入生は、朝日中学校の生徒としてのほこりと自覚をもち、これからの三年

間が実り多きものとなるようせいいっぱい努力することを誓います。 

令和４年４月７日 

      新入生代表    

  



令和４年度 学校運営方針 ～自律する力と優しさを育てる～ 

令和４年度職員紹介～１年間よろしくお願いします～ 

 

新任職員を加え、朝日中学校の令和４年度職員が揃いました。笑顔あふれるあたたかい

学校を目指し、全職員で頑張ります。よろしくお願いします。 

 

 

【第１学年部】 

氏 名 学年学級 教科 生徒会 部活動 ＰＴＡ 写真 

五十嵐雅人 学年主任 

学年担任 

社会 １学年 バレーボール １学年 右 

佐藤 隆洋 学年担任 理科 書記局 野球  中央 

加藤 真衣 学年担任 英語 図書広報 卓球 広報文化 右から２人目 

渡邉 孝志 学年担任 

特別支援 

保体 規律 卓球 

特設陸上 

 左から２人目 

工藤 圭二 学年副任 国語    左 

 

【第２学年部】 

氏 名 学年学級 教科 生徒会 部活動 ＰＴＡ 写真 

中山 敏雄 学年主任 

学年担任 

音楽 

技術 

２学年 吹奏楽 ２学年 中央 

富樫 英夫 学年担任 理科 規律 野球 地区 左から２人目 

加納 貴文 学年担任 保体 応援 バスケットボール男子 

特設陸上 

地区 右 

桐生 里美 学年担任 

特別支援 

家庭 保健整美 バスケットボール女子 環境美化 右から２人目 

遠山 早苗 学年副任 国語    左 

 

  
１学年部                  ２学年部 

 

【第３学年部】 

氏 名 学年学級 教科 生徒会 部活動 ＰＴＡ 写真 

相馬 和憲 学年主任 

学年担任 

数学 ３学年 バスケットボール男子 ３学年 左 

菅  優花 学年担任 英語 書記局 吹奏楽 事務局・会計 右から２人目 

佐藤 一樹 学年担任 数学 放送 （サッカー） 広報文化 左から２人目 

近   信 学年担任 数学ＴＴ 図書広報 バレーボール  右 
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【第４学年部】 

氏 名 役 職 教科 生徒会 部活動 ＰＴＡ 写真 

近  貴志 校 長    理事 前列中央 

畑山 倫和 教 頭 国語 応援 （サッカー） 事務局・理事 前列左から２人目 

五十嵐賢子 事務長  放送  事務局・会計 前列右 

本間 章彦 教務主任 社会 選挙管理 バスケットボール女子 事務局 前列右から２人目 

佐藤 光則 拠点校指導教員 国語     

伊藤 瑠菜 養護助教諭  保健整美 バスケットボール女子 環境美化 前列左 

塚野  颯 非常勤講師 美術     

中山こずえ 技能員     後列右 

太田  勇 用務員     後列右から３人目 

小田 英子 介助員     後列右から２人目 

太田めぐみ 介助員     後列左から３人目 

菅原 奈津 介助員     後列左から２人目 

アンドリュー・リチャード ＡＬＴ     後列左 

髙橋  透 スクールカウンセラー      

※ このほか、通級指導担当の川村幸史先生（本務校は村上第一中学校）から毎週火曜日に来校い

ただきます。また、小池亜海、佐藤茉莉の２名が育児休業中です。 

  
３学年部                   ４学年部 

 

お世話になりました 
 

 今春の人事異動により退職、転出した職員を紹介します。お世話になりました。それぞ

れ新任地でのご活躍をお祈りしています。 
校  長 木ノ瀬隆幸 定年退職（村上市理科教育センターへ） 

事 務 長 佐藤 史子 村上市立村上第一中学校へ 

教  諭 平山 広行 村上市立村上東中学校へ 

教  諭 佐藤 隆子 定年退職（村上市立神林中学校へ） 

教  諭 川村 健一 村上市立山北中学校へ 

教  諭 皆川 俊勝 胎内市立中条中学校へ 

教  諭 渡邉 勇太 阿賀野市立水原中学校 

講  師 本多  伶 退職 

講  師 森川絵美子 退職 

養護助教諭 長沼 輝美 退職 

非常勤講師 鈴木 和宏 退職 

 

朝日中学校では、日々の取組をホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。 
ホームページアドレス http://asahi-j.murakami.ed.jp/ 

http://asahi-j.murakami.ed.jp/

