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教育目標「めあてをもち 自分で考え
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℡ 0254-62-3251

ねばり強くやり抜こう」

平成27年度の重点目標

「確かな学力の向上」「社会性の育成」「健康・体力の向上」「特別支援教育の充実」
校長

長谷川

浩志

第６９回卒業証書授与式 ～８９名の旅立ち～
３月４日、第６９回卒業証書授与式を行いました。当日は、大変ご多用のところ、村上市長、高橋
邦芳様、村上市教育委員会委員長職務代理者、信田榮太郎様、市議会議長の三田敏秋様を始め、５３
名ものご来賓の皆様をお迎えして盛大に挙行することができました。この場をお借りしてご来賓の皆
様に心から感謝申し上げます。
また、保護者の皆様におかれましては、ご出席していただきありがとうございました。これまで、
手塩に育ててこられた我が子の成長した姿を見て感慨深いものがあったことと思います。卒業生は、
大勢の方々が見守る中、元気よく巣立っていきました。荒川中学校で３か年学んだ力を信じて力強く
羽ばたいてほしいと願っております。最後になりましたが、ご来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆
様、これまで荒川中学校を支えていただき心からお礼申し上げます。今後も変わらぬご支援をよろし
くお願いいたします。
【式辞概略】
真剣に取り組み成果を上げた学習、汗と
涙で実績を積み重ねた部活動、君たちは一
人一人がそれぞれの場所で着実に成長する
姿を見せてくれました。
特に、私が君たちの成長を感じたのは、
全校のリーダーとして臨んだ体育祭です。
「生徒がつくる」を合い言葉に、戸惑い
苦しみながらも、諦めることなく、一生懸
命に取り組んでくれました。最初は指示を
出すのもおぼつかなかった君たちが、練習
を重ねる度に、リーダーとしての自分自身
を振り返り、やり方や言葉一つにも工夫を
加えていた姿は素晴らしく、誇らしいものでした。
自ら考え行動することで、自信を深め、堂々と全校をリードする君たちから、リーダーとしての在
り方やリーダーとしての喜びを、すべての後輩達とともに見せてもらいました。そして迎えた体育祭
当日、グラウンドには輝きを放ち躍動する君たちの姿がありました。君たち自身も成し遂げた達成感
と同時に、これから生きていく上で必要な多くのことを学んだと思っています。
君たちの姿は、「リーダーになることを恐れない気概やリーダーとしての喜び」そして、「正しい
ことが、一生懸命に取り組むことが素晴らしいことなのだ」といったことを後輩達に教えてくれまし
た。後輩達に引き継がれた、君たちの姿は、荒川中学校の新しい伝統となってこれからさらに花開い
ていきます。
引き続きはなむけとして、いつまでも荒川中学校が君たちの心の支えとなるように、私なりの校歌
の解釈を伝えました。この校歌に込められた、願いや期待が、卒業生を取り巻くすべての者の願いや
期待であること。そして、夢を目標に変え学び続け、挑み続けることを願っていることを伝えました。
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◇お世話になりました（今年度末で転出する職員１０人を紹介します）
長谷川浩志 校長（胎内市立黒川中学校へ）
２年間の短い間でしたが大変お世話になりました。
着任早々大きな事故があり、御心配をおかけしました。その際にいただいたご
支援や温かなお言葉により、なんとか２年間続けてこれました。感謝しておりま
す。私にとって忘れられない、忘れてはいけない勤務校となりました。
この２年間で、生徒たちは学年面でも生活面でも大きく成長してくれました。
授業に真剣に取り組むことにより、着実に成果を上げ「荒川中学校が村上市の学
力をリードしている」とまで言ってもらえるようになりました。また、本年度は
「自分たちでつくる」を合い言葉に取り組んだ体育祭や青雲祭などで、生徒たちがもつ限りない可能
性を見せてくれました。この成長は、生徒、職員、保護者、地域の方々の力が結集した結果だと考え
ております。しかし、荒川中学校の生徒たちは、まだまだ持てる力を秘めています。次年度そして又
その次の年度とますますその力を伸ばしていってくれると信じています。直接その成長する姿を見る
ことはできませんが、荒川中学校の活躍が聞こえてくることを楽しみに、その活躍を心から応援して
います。本当にありがとうございました。お元気で。

鈴木

秀人 教務主任（新潟市立小須戸中学校へ）

荒川中学校の校歌が好きです。校長先生は校歌の一番は一年生、二番は二年生、
三番は三年生に当てはまるとおっしっていました。そういう見立てもできるのだ
なと目から鱗でした。私は次のように考えていました。一番は学校を取り巻く豊
かな自然を、二番はそこに集う生徒を、三番は卒業生を、つまり土地・人・世代
をうたっているのです。この素晴らしい校歌は荒川中のみなさんの宝であり指針
です。生徒のみなさん大きな声で歌って下さい。三年間お世話になりました。

富樫

勉 生徒指導主事（村上市立朝日中学校へ）
荒川中学校には７年間お世話になり、いろいろな経験をさせていただきました。
私は生徒指導主事という立場で、生徒にとっては「耳の痛い」こともたくさん言
ってきました。それが、生徒の夢の実現や、立派な大人になるための一助になっ
たとしたら幸いに思います。荒中生は、さまざまな場面で全校一丸となって取り
組むことができます。その中で、私もたくさんの笑顔とエネルギーをもらいまし
た。そのよさを大切にしてください。今まで本当にありがとうございました。
梅野みゆき 進路指導主事（村上市立村上第一中学校へ）
積み重なる仕事に追われているうちに、３年の月日がたちました。授業や活動
での関わりに加え、廊下で会うたびに自分から進んであいさつをしてくれる生徒、
ファイルやワークを運んでいると手伝ってくれる生徒…朝の教室や授業の合間の
雑談…たくさんの思い出全てが私の財産です。ありがとうございました。新たな
決意を胸に活躍する皆さんをこれからも応援しています。保護者の皆様からいた
だいたご理解・ご協力にも感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

渡辺

真人 生徒会・３年担任（胎内市立黒川中学校へ）

７年間お世話になりました。部活動では、野球部とサッカー部、駅伝部を担当
しました。青、緑、赤の三色の３年生を送り出すこともできました。
振り返ると、たくさんの方からサポートしていただいたことが思い出されます。
本当にお世話になりました。おかげ様で日々楽しく、生徒と一緒に笑ったり、汗
をかいたり、勉強したりできました。感動的な７年間でした。
次の勤務地でも荒川中学校の益々の発展をお祈りしております。
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本保

逸彦 研究主任・１年担任（新発田市立第一中学校へ）
荒川中学校での３年間は、生徒の皆さん、保護者の皆様、地域の方々に支えら
れ、充実した毎日を過ごすことができました。ありがとうございました。
荒川中学校の生徒の皆さんへ
中学校生活で２つの『心』を育ててください。１つめの『心』は、目標に向け
て頑張る『強い心』です。この『強い心』で困難に立ち向かい、苦しみを乗り越
え、本当の喜びを心と体でしっかりとつかんでほしいと思います。２つめの『心』
は、『思いやりの心』です。日頃の生活の中で、友達と助け合っい、ともに喜び、
ともに悲しむ体験を重ねて、心豊かでたくましい人間になってほしいと思います。
これからの皆さんの活躍を応援しています。本当にありがとうございました。
鈴木

幸喜 交通指導・１年担任（村上市立村上第一中学校へ）

３年間、本当にお世話になりました。荒川中学校で勤務させていただいた日々
は私にとって大切な宝物です。いつも活発で、素直な荒中生が本当に大好きです。
様々な場面でたくさん感動しました。みなさんがキラキラと輝いている瞬間を数
多く見ることができたことに最高の幸せを感じています。青雲祭で思いがこもっ
た歌声は私の中でまだ鳴り響いています。荒中生のみなさんに出逢えたことに心
から感謝しています。本当に、本当にありがとうございました。

五十嵐絹子 養護教諭（村上市立岩船中学校へ）
荒川中学校に７年間お世話になりました。あっという間に７年間が過ぎてしま
ったように思います。振り返ると、保健室はいつも穏やかだったかなと思います。
そのため、全クラスで授業したり、研究会をしたり、部活動もできました。
また、保健室からのお願いもお家の方のご協力をいただき、スムーズにできま
した。保護者の皆様にご協力に感謝いたします。新しい学校にいっても、あと少
しですが、がんばっていきたいと思います。大変お世話になりました。

渡邊

吉美 事務主任（村上市立保内小学校へ）

８年という長い間お世話になりました。
生徒の皆さんの明るい挨拶やいろんなことに一生懸命取り組む姿に、気持ちよ
く勤めることができました。
ありがたいことに、次も学区の保内小学校に勤務することになりました。
保護者の皆様には、間違いのない預り金事務のために、毎月の口座振替が確実
にできますよう、今後もよろしくお願いいたします。

高田

裕久 技能員（村上市立平林中学校へ）
荒川中学校では８年間お世話になりました。
授業や諸活動に真剣にまたは楽しそうに取り組む生徒を、仕事をしながら見て
きました。体育祭は練習の時から見ているので最後は毎回感動させられました。
１年前まではバレー部にも関わらせもらい、大汗をかいて一緒に練習しました。
私にはとても思い出深い８年間でした。保護者の皆さんや地域の方々にも、いろ
いろな面でお世話になりました。ありがとうございました。

◇次年度当校に勤務予定の職員
①長谷川春義
②村上 清人
③近
忠浩
④小間屋直子
⑤河崎 昭文
⑥柴田
淳

（平成２８年３月２５日現在）

校長（男性）三川中学校から
教諭（男性）数学：山北中学校から
教諭（男性）美術：川東中学校から
教諭（女性）国語：平林中学校から
教諭（男性）保体：朝日中学校から
教諭（男性）数学：城北中学校から

⑦兼田
⑧甲斐
⑨井上
⑩髙橋
⑪石黒
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朋廣（男性）理科：水原中学校から
喜子（女性）音楽：坂井輪中学校から
愛美（女性）養護教諭：加治川小から
桂（女性）事務主任：加治川中から
仁士（男性）技能員：神林支所から

４月の主な予定
日 曜
１
２
３
４
５
６
７
８

９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

主

な

行

事

等

金
土
日
月 ２学年学級発表 8:00～
火 新入生事前指導 地区長下校指導
１学年学級発表 12:40～
水 新任式 8:15～ 始業式 8:45～
３年生修学旅行事前指導
木 入学式 14:00～
金 全校整列・学習・生活指導
春休み確認テスト ３年生内科検診
２学年PTA役員選出 19:00～
土
日
月
火 ３年生修学旅行～14日
１･２年生家庭訪問～14日
水 3年修学旅行・1，2年家庭訪問
木 3年修学旅行・1，2年家庭訪問
金 PTA三役会、学年部会、専門部会
土 1階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ選挙関係使用～17日
日
月 全校朝会 発育測定
火 ３年生全国学力学習状況調査
尿検査（20日予備日）
水 金曜授業 ２年生内科検診
木 歯科検診8:45～
金 水曜授業 １年生内科検診
第１回PTA理事、評議員会
土
日
月
火 全学年ＮＲＴ検査 預かり金引落し日
水
木
金 昭和の日
荒川クリーン作戦
ＰＴＡ総会
土

平成２８年度の主な行事予定
５月 10日(火)
11日(水)
12日(木)
14日(土)

17日(火)
24日(火)
27日(金)
６月 １日(水)
３日(金)
６日(月)
10日(金)
16日(木)
17日(金)
21日(火)
23日(木)
29日(水)
７月 ７日(木)
８日(金)
12日(火)
22日(金)
23日(土)
25日(月)
29日(金)
８月 １日(月)
22日(月)
25日(木)
９月 ３日(土)
９日(金)
14日(水)
20日(火)
21日(水)
29日(木)
30日(金)
10月 ４日(火)
５日(水)
７日(木)

11月

12月

１月
２月

３月

尿二次検査（11日予備日）
hyper-QU① 眼科検診
耳鼻科検診
健康ウォーク

12日(水)
22日(土)
２日(水)
９日(水)
17日(木)
21日(月)
２日(金)
12日(月)
22日(木)
26日(月)
10日(月)
27日(金)
１日(水)
６日(月)
10日(金)
20日(月)
24日(金)
３日(金)
７日(火)
９日(木)
10日(金)
13日(月)
14日(火)
24日(金)

生徒総会
郡市陸上競技大会
第１回荒川地区ＰＴＡ
郡市各種大会～２日
第１回学校評議員会
第１回教育相談～10日
英検①
第1回定期テスト～17日
避難訓練①
1年生歯科講演会
地区陸上競技大会～24日
地区各種大会～30日
通信陸上大会
漢検①
2年生職場体験～14日
期末保護者会～15日
3年生応急手当講習会～14日
終業式
下越吹奏楽コンクールから24日
県総合体育大会～26日
1年生自然体験活動
3年生奉仕活動
学習会～3日
学習会～24日
始業式
体育祭
第２回学校評議員会
郡市駅伝競走大会
1，2年生貧血検査
3年生貧血検査
第2回定期テスト～30日
避難訓練②
hyper-QU②
下越地区駅伝競走大会
いじめ見逃しゼロスクール集会
第2回ＰＴＡ理事、評議員会
アウトリーチコンサート
青雲祭合唱コンクール
県駅伝競走大会
1年生職場訪問、2年生巡検
第3回定期テスト～18日
第2回教育相談～28日
生徒会立会演説会・選挙
期末保護者会～15日
終業式
学習会～27日
始業式
新入生入学説明会
3年生進学相談会～3日
第4回定期テスト～7日
公立高校特色化選抜
三送会
第3回ＰＴＡ理事、評議員会
第７０回卒業証書授与式
公立高校一般選抜～8日
１，２年生学年末保護者会
第2回荒川地区ＰＴＡ
公立高校一般選抜合格発表
2年生修学旅行～16日
終業式

※予定は変更される場合もあります。
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