☆職員の異動
「去る３月」と言われるように３月は卒業・転勤などの別れの季節です。当校から９名
の職員が転出します。新天地での活躍を期待しています。
私から「はなむけの言葉」を贈ります。
「置かれた場所で咲きましょう。咲けぬなら、
しっかりと根を張りましょう」
「最上は未来にあり」＝荒中以上を目指してください！
「Next One」＝最高は次です。

☆転出される職員のごあいさつ
○高橋

学（たかはし まなぶ）

教

頭（数

学） 阿賀町立阿賀津川中学校へ

荒川中学校の保護者の皆様、地域の方々、学校関係の皆様、そして２４６名の生徒諸君。
３年間大変お世話になりました。
この荒川中学校は、私にとって８校目の学校。しかし、教頭としての勤務初任校であり、
最初は、「重要な教頭職が自分にうまく務まるだろうか」と不安でした。しかし、豊かな
自然環境、明るく純粋な生徒達、あったかい地域・保護者の皆様に囲まれて、何とかここ
までやりきれました。本当に、荒川中学校は大好きな学校です。
私は４月からは阿賀津川中学校に勤務します。新発田の実家からは荒川中学校とまるで
反対方向にある学校です。荒川中学校からは遠くなりますが、ここで育てていただいた「教
頭としての技量」を、次の学校で大いに生かしたいと思います。
これからの荒川中学校のさらなるご発展をお祈りします。ありがとうございました。

○吉井眞喜子（よしい まきこ）

教

諭（家庭科･国語） 新発田市立紫雲寺中学校へ

朝早く駐車場で出会うと、遠くから大きな声で「おはようございます」と声をかけてく
れる生徒がいます。教室でプリントを配るときに両手を差し出して「ありがとうございま
す」とお辞儀をする生徒がいます。夕方、帰り際にラウンジですれ違うと「お疲れさまで
した」と労ってくれる生徒がいます。その度に、たくさんの元気をもらっていました。
優しい生徒たちに囲まれ、幸せだと感じる場面がいっぱいありました。また、行事では、
クラスや連合、学年、全校の心が一つにまとまり、すばらしいパフォーマンスを目の当た
りにして、涙があふれることがありました。その皆さんの姿を瞼にしっかりと焼きつけ、
心の糧にしていきたいと思います。荒川中学校で過ごした３年間は、私の大切な宝物です。
本当にお世話になりました。感謝でいっぱいです。

○石塚

秀明（いしづか ひであき）

教

諭（技術・理科）

阿賀野市立水原中学校へ

３年間という短い間でしたが、皆様には大変お世話になりました。生徒の皆さんとは教
科や部活動の様々な場面で関わることができました。振り返ると、荒川中学校の生徒さん
はそれぞれ自分の目標に向かってまっすぐな生徒が多かったと感じています。学習・部活
動・学校行事と様々な場面で生き生きと活動する生徒の皆さんを見て中学生らしいエネル
ギーを感じ素晴らしかったと感じています。
また、保護者、地域の皆様には PTA 活動や部活動で大変協力していただき感謝してい
ます。学年 PTA や PTA の会合では司会･役員として運営に尽力していただきました。ま
た野球部の保護者の皆さんからは選手移送の手配から審判員まで、剣道部の保護者の皆さ
んからは土日の練習管理や備品の発注、また、剣道外部コーチの遠山先生には技術と心の
指導と様々な場面でご支援いただきました。ありがとうございました。
新任地では、これまでの経験や反省を生かし、がんばりたいと思っています。これまで
お世話になった全ての方々へ心から感謝を申し上げます。

○井上

定浩（いのうえ さだひろ）

教

諭（英

語） 五泉市立村松桜中学校へ

荒川中学校では３年間お世話になりました。この３年間で荒川中学校の皆さんのすばら
しい姿をたくさん見せていただきました。自分の学力を高めるためにひたむきに努力する
姿、授業中に級友と協力し合って共に学び合い高め合う姿、体育祭や青雲祭などの学校行

事などで全力を尽くす姿、相手のことを気遣いながらも自分の考えをしっかりと伝え合う
姿。皆さんの様々な姿から学ばせていただいたことがたくさんありました。ありがとうご
ざいました。
また、保護者の皆様や地域の皆様からもたくさんの支えをいただいたことで、ここでの
３年間を勤めることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。経験したことを決して
無駄にせず、新たな環境でも全力で自分のできること精一杯邁進したいと思います。本当
にありがとうございました。

○田中

修平（たなか しゅうへい）

教

諭（英

語） 加茂市立石川小学校へ

荒川中学校では、３年間お世話になりました。初任者として荒川中学校に来て、たくさ
んのことを学ぶことができました。みなさんがひたむきに学習に取り組む姿や、各行事で
一生懸命に周りと協力しながら取り組む姿などをキラリと輝く姿を何度も見させていただ
きました。嬉しい時も、悲しい時も一緒に過ごすことができ、本当に素晴らしい経験がで
きたと思っています。
これから僕自身も新しい挑戦が始まります。もっともっと良い教師になるために、荒川
中学校で学んだことを糧にこれからも全力で頑張っていきたいと思います。荒川中学校の
みなさんも今までやっていることに自信と誇りをもち、一回りも二回りも成長できる中学
校生活を送ってください。
保護者や地域の皆様にも、日頃の教育活動だけでなく、各行事や部活動など、多岐に渡
りご協力いただき、ありがとうございました。３年間、大変お世話になりました。

○石田

裕司（いしだ ゆうじ）

市職員（英

語） 新発田市立第一中学校へ（新採用）

私がいた３年間と半年でも、荒川中学校の雰囲気はとても変わったと感じます。みなさ
んはとても素直で、熱心、そして優しい。学校行事の度に、みなさんの本気の姿と成長を
感じました。特に荒川中学校合唱の迫力は本当にすごいです。保護者の方々がギャラリー
にもいっぱいになっているのを見ると荒川中学校の合唱がいかに評判になっているか分か
ります。これは間違いなく荒川中学校の強みです。さらなる躍進を期待しています。
お恥ずかしながら、私もいい歳になっていよいよ新しい一歩を踏み出します(笑)。でも
目標を諦めなければ何とかなるものなのかもしれません。みなさんもあんまり肩肘張らず
に、何かを続けてみてください。みなさんなら、きっととんでもない領域に到達出来る。
そう信じています。

○神村

圭佑（かみむら けいすけ）

市職員（理

科） 三条市立第一中学校へ（新採用）

荒川中学校に勤めさせていただいて、１年。ようやくこの学校のことがよく見えるよう
になってきたと思った矢先の異動となりました。思えば、先生方に助けられ、生徒に助け
られ、保護者の方に助けられ、地域の方に助けられた１年でした。多くの方に支えられて
いると感じる日々であり、あたたかい人々に囲まれた学校で働くことができたことをとて
も嬉しく思います。
この１年で皆様から数多くのことを教えていただき、そして学ぶことができました。し
かし、新任として学ぶことがまだ多くあります。この学校でできた経験に上積みすること
を忘れず、より良い教員を目指して進んでいきます。
今まで、本当にありがとうございました。

○木村

敦子（きむら あつこ）

市職員（介助員） 村上市立朝日中学校へ

荒川中学校で７年間勤めさせていただきました。初めての学校勤務で何も分からない私
でしたが、明るいみなさんに支えられ毎日楽しく過ごすことができました。人なつっこく、
元気いっぱいの荒中の生徒さんと過ごした日々は、本当に充実したものでした。たくまし
く成長していくみなさんの姿に、私自身、自分を見つめ直し頑張ろうと思いました。
生徒のみなさん、仲間を大切に、勉強に部活動に頑張ってください。みなさんの活躍を
応援しています。そして、これからも荒中がますます発展していくことを願っています。
大変お世話になりました。

○長濱亜希子（ながはま あきこ）

事務員

退職

１月 26 日に着任し、わずか２ヶ月間という短い期間でしたが、保護者の皆様・地域の
皆様には温かい対応をしていただき、心より感謝申し上げます。
生徒の皆さんとは、なかない触れ合う機会が無かったことが残念でしたが、第 71 回の
卒業式は素晴らしいもので、感動いたしました。
右も左も分からない不慣れな私をフォローしてくださいました先生方、たくさんの人に
支えられた日々でした。
荒川中学校で、経験したこと・学んだこと・感じたことをこれから活かせるよう努力し
て参りたいと思います。
そして、今後も荒川中学校がいろいろな場面で活躍されることを楽しみにしております。
短い間でしたが、本当にお世話になりました。

☆転入職員の紹介
○近
○渡辺
○鈴木
○大滝
○佐藤
○鈴木
○田村
○鳴澤

貴志（こん たかし）
勝 （わたなべ まさる）
桂子（すずき けいこ）
陽子（おおたき ようこ）
幸子（さとう さちこ）
碧 （すずき あおい）
志歩（たむら しほ）
智子（なるさわ ともこ）

教 頭（数 学）
教 諭（技術・理科）
教 諭（英 語）
教 諭（家 庭）
臨時事務員
市職員（社 会）
市職員（英 語）
市職員（介助員）

村上市立岩船中学校より
胎内市立中条中学校より
新発田市立佐々木中学校より
胎内市立中条中学校より
村上市立村上小学校より

荒川中
だより

青い雲

村上市立荒川中学校
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教 育 目 標 ：「めあてをもち 自分で考え ねばり強くやり抜こう」
目指す学校像：「笑顔とハートのある学校」（ハート＝熱いハート、温かいハート、柔らかいハート）

卒業生の皆さん 笑顔と感動をありがとう！

村上中等教育学校より
村上市立保内小学校より

☆伝えたい話
私は高校生の頃、交通事故にあうまで新聞配達のアルバイトをしていました。高校での勉強
があるので朝の１時間だけ、50 軒程度の配達でしたが、玄関に出て新聞を待っている方や「い
つもご苦労さん」と労いの声をかけてくれる人などがいました。
新聞配達に関するエッセイコンテストというものを知り、毎年、入選された作品を読んでい
ます。その中で感動した作品を紹介します。

『おばあさんの新聞』
１９４２年に父が亡くなり、大阪が大空襲を受けるという情報が飛び交う中
で、母は私と妹を先に故郷の島根県出雲市の祖父母の元へ疎開させました。そ
の後、母と２歳の弟はなんとか無事でしたが、家は空襲で全焼しました。
小学５年生の時から、朝は牛乳配達に加えて新聞配達もさせてもらいました。
日本海の風が吹きつける海浜の村で、毎朝４０軒の家への配達はつらい仕事で
したが、戦争の後の日本では、みんながつらい思いをしました。
学校が終われば母と畑仕事。そして私の家では新聞を購読する余裕などありませんでした
から、自分が朝配達した家へ行って、縁側でおじいさんが読み終わった新聞を読ませていた
だきました。おじいさんが亡くなっても、その家への配達は続き、おばあさんがいつも優し
くお茶まで出して、「てっちゃん、べんきょうして、えらい子になれよ」と、まだ読んでい
ない新聞を私に読ませてくれました。
そのおばあさんが、３年後に亡くなられ、中学３年の私も葬儀に伺いまし
た。隣の席のおじさんが、「てつんど、おまえは知っとったか？おばあさんは
お前が毎日来るのがうれしくて、読めないのに新聞をとっておられたんだよ」
と。
もうお礼を言うこともできないおばあさんの新聞・・・。
涙が止まりませんでした。

卒業記念合唱

曲名：「３月９日」

藤巻亮太：作詞・作曲

平成 29 年度 荒川中学校 第 71 回卒業証書授与式においでいただいたご来賓、保護者の
皆様、ありがとうございました。卒業生 88 名、誰１人欠けることなく、全員揃って卒業証
書授与式に参加することができました。「感動・感謝」を胸に３年間を過ごした荒川中学校
を巣立っていきました。今までのご支援・ご協力に感謝いたします。
14 日（水）には、公立高校の合格発表があり、全員が希望校に合格することができまし
た。この３年生は、私立を含め、誰１人「不合格」という文字が無く、「伝説誕生」と話題
になりました。卒業生の進路先は下記のとおりです。
学
校
名
県立村上高等学校
県立村上桜ヶ丘高等学校
県立中条高等学校
県立新発田高等学校
県立新発田南高等学校
県立新潟中央高等学校
県立新発田農業高等学校

学
普
総
普
普
普
工
学
農

科
通
合
通
通
通
業
究
業

人数
１７
１４
１３
５
８
２
１
７

学
校
名
県立新発田商業高等学校
県立新潟工業高等学校
県立荒川高等学校
県立新潟南高等学校
新発田中央高等学校
敬和学園
開志国際高等学校
葵高等学院

学
科 人数
商
業
１
建築設備
１
普
通
７
普
通
１
普
通
６
普
通
２
アスリート
２
普
通
１

