
生徒会長 松尾 蒼以 さん
新入生の

皆さん、ご
入学おめで
とうございま
す。
平戸中学

校は生徒同
士の仲がよ
く、とても明
るい学校です。また、部活動も盛んです。平戸
中学校では学校生活や行事の多くを、生徒の
活動によって作り上げています。部活動も行事
も勉強も、やりがいのあることですが、その中の
本当の楽しさは、仲間と一つの目標に向かって
一生懸命になれることだと思います。皆さんも一
緒に目標に立ち向かえる仲間を見つけて、深い
友情を築いてください。
これから始まる中学校での生活が夢や希望

にあふれていることを願います。私たち上級生
も、新学期を迎えて新鮮な気持ちでいます。新
入生の皆さんと力を合わせ、共に頑張って、新
たな平戸中学校を創っていきたいと思います。
２４２名の笑顔が輝くように。 【抜粋】

校長 瀬尾俊郎

１つめは，「元気なあいさをしよう。」ということです。

元気で明るいあいさつはお互いを幸せな気持ちにさせま

す。スポーツや勉強で日本一になることはなかなか難しいこと

ですが，あいさつで日本一になることは，明日からでも，いや

今日からでもできると思います。元気なあいさつをがんばりま

しょう。

２つめは、「自分を鍛えよう」ということです。「鉄は熱いうち

に打て」という言葉があります。これは人間にもあてはまりま

す。体や心が真っ赤に燃え上がる時代が中学時代です。やわらかな精神・心で何でも吸収でき

る時代が中学時代です。体や心の面でも，一生のうちで最も成長する時期だと思います。これ

からの３年間で，いかにして自分の体と心を鍛えるか，すなわち鍛錬するかが大切です。

入学した皆さんがそれぞれの夢を実現し，それぞれの花を咲かせ，それぞれの光を輝かしな

がら成長していくことを願っています。入学おめでとう｡ 【抜粋】

平成２８年度ＰＴＡ代表
ＰＴＡ会長 久家孝史 様

平戸中ＰＴＡを代表しましてお祝いの言葉を申し上げ
ます。本日、ここに入学式を迎えられた皆さん、ご入学
本当におめでとうございます。
中学校生活の３年間は、大人への入口として心身とも

どんどん変化し成長をしていくとても大切な時期です。
私も、いま自分の人生で一番悩んだ時期はいつかと考え
たら、やはり中学生時代であったと思います。 皆さん
も、これからさまざまな悩みにぶつかることと思います。
勉学、友人関係、部活動そして将来に対する希望や不安などがきっと出てくることでし
ょう。でも、大いに悩んでください。悩んだことが皆さんの心の財産になります。しか
し、どうしようもなくなったら、遠慮することなく家族・先生方に打ち明けてください。
これからは、勉強やクラブ活動などが本格的に始まり毎日が忙しくなります。そのよ

うな中、何事にも小さくてもよいから目標を決めてその達成に向けて積極的に取り組ん
でいってください。どうぞ、悔いのない中学３年間を送ってください。 【抜粋】

新入生代表

相川聖奈 さん
桜のつぼみがふくらみ始めた、平成29年3月17日、私たちは6年間学び、たくさんの仲間と

過ごしてきた小学校を卒業しました。先生方や下級生と別れを告げ、しばらくは寂しい気持ち
が私の胸に残っていました。しかし、入学の日が近づくにつれ、その気持ちも少しずつ変わっ
ていき、中学校へ入学することへの少しの不安、そして大きな喜びや希望など、さまざまな思
いを胸いっぱいに抱くようになりました。そして今日、それらの思いを胸に、私たち新入生8４名
は、平戸市立平戸中学校への入学生として、校門をくぐりました。
私は将来、叶えたい夢があります。そのためにこれからの３年間は、たくさんのことを学び、経験を積みたいと思います。特に部活動を

通して、自分のため、チームのために目標に向けて粘り強く努力し続ける力や、試合などで緊張しながらも力を出し切る勝負強さを身に
つけていきます。また、先輩方や同学年の仲間とたくさん話をしたり、活動をしたりしていく中で、さまざまなことを共に経験していきなが
ら、団結することの大切さを学び、望ましい人間関係を築いていきたいと思います。
先生方、中学校の先輩方、地域の皆様、そして保護者の皆さん、こらからよろしくお願いします。私たち新入生は、小学校６年間で学

んだことを活かし、一人一人が努力して、一歩ずつ力強く中学校生活を歩んでいき、仲間とともに助け合いながら充実した中学校生活
を送っていきます。 【全文】

４月７日（金）に男子４０名、女子４４名、

計８４名の新入生を迎え、平戸中学校の第１２

回入学式が行われました。あいにくのお天気

でしたが、それを吹き飛ばす新入生の元気な

姿を見ることができました。新入生代表の相

川聖奈さん、在校生徒代表の松尾蒼以さんも

堂々とあいさつをしてくれました。

ご多忙の中、ご臨席いた

だきました来賓・保護者の

皆様、ありがとうございました。

平成２９年４月１３日（水）

平戸市立平戸中学校
校長 瀬尾俊郎

TEL 22-3136、3137
FAX 22-3136

１年生の担当職員

１ 組 光武 弘子
【学年主任】

２ 組 岩﨑 結子
橋間 靖

３ 組 土谷 佳子

４ 組 喜田 英臣 【通級学級】

５ 組 松尾 弘子 出口 康子

６ 組 江口 美穂子

○教 諭 萩原紀美子（中部中学校から）

○教 諭 山浦隆伸（生月中学校から）

○養護教諭 石橋桂子（田平北小学校から）

○教 諭 光武弘子（佐世保市立清水中学校から）

○教 諭 北村輝代（長崎市立西泊中学校から）

○教 諭 大川潤（松浦市立御厨中学校から）

○教 諭 前川愛子（新規採用）

○特別支援教育支援員 宮木真貴（新規採用）

校長 瀬尾俊郎
○ ３年生は、最上級生として平戸中をしょって立つという気迫を持ってほしい。２年生は、１年生を
リードし、積極的に活動してほしい。

①「出会いを大切に！」
「自分以外皆師」という言葉があります。学ぼうとする心、自分を成長させようとする気持ちが

あれば、全ての人から、学べることがあります。すべての事は、いい経験にできます。まわりの
人達、これから出会う人たちとの出会いを大切にしたいものです。

②「責任の持てる人間に！」
自分の責任は何なのか，自分のできることは何なのか，これがまず考えられる人間であって

ほしい。自分のしたことの結果を，他人のせいにしたり，または逃げたりせず，自分でしっかり

責任のとれる人間になりたいものです。

②「やせ我慢をしよう！」
苦しい時もあると思います。嫌になるときもあると思います。自分に負けそうなときに是非「や

せ我慢を」しましょう。これぐらい「へっちゃらだ」と「やせ我慢」もときにはいいものです。

でも、本当に苦しい時や相談すればもっと良くなるときは、遠慮無くまわりの人達に相談しま
しょう。そういうときはやせ我慢をいりません。

○ 学年の変わり目は、自分を変えるチャンス。この一年が君たち自身をさらに大きく成長させる年

になることを期待します。

※４月６日（木）の始業式における、生徒の新年度の抱負や校長の話を要約して紹介します。

２年生代表
矢田 英里子 さん

①『一年生のお手本になる』
生活面では、さわやかな挨拶、正しい身なりを心が

け、自分の仕事に責任を持ちたいです。学習面では、
授業に集中し、挙手を増やしたいです。また、家庭学習
を見直し、予習・復習をしっかりしたいです。

②『部活動で一年生の力になりたい』
私は吹奏楽部に所属しクラリネットを担当しています。

入部したばかりの時は、上手く音を出せませんでした
が、先輩が優しく丁寧に教えてくれました。今度は私が、一年生の力になりたいです。

◎この二つの目標を達成できるように努力し、楽しい１年間を過ごしたいです。さらに、学
年としても、一年生を助ける先輩になるという意識、三年生を支える中堅学年として、成
長していけるよう努力していきたいです。

始業式、入学式、他のいろいろな場面で生徒には、原稿を見ないで発表できるよう指導しています。顔をあげて皆を見な

がら、自分の言葉で意見や発表のできる生徒を育成したいという思いからです。生徒はそのことをきちんと守り、原稿を見な

いで一生懸命に発表していました。平戸中のいい伝統の一つとしてこれからも頑張らせたいと思います。

３年生代表

道添 隼 君
①『けじめのある行動をする』

男女問わず仲が良く、とても元気だけど、その反面騒

がしくけじめがない時がありました。これからは、TPOをわ

きまえて、メリハリのある行動を心がけていこうと思います。

②『家庭学習を充実させる』

僕は、昨年偏った教科だけをやっていました。このこと

を反省し、どの教科も取り組んでいきたいです。

◎３年生になるということは、進路を決定する学年になるとことでもあり、自分の将来を決定し

る学年になることでもあり、自分の将来をみつめ、学習に取り組んでいきたい。また、行事

や係活動、毎日の学校生活をリードして、下級生の見本になるように頑張ろうと思います。

４月６日(木) 着任式・始業式

７日(金) 入学式

10日(月) 身体計測（2･3年）

11日(火) 身体計測（1年）

地区生徒会

12日(水) 学級専門部会

13日(木) 避難訓練

歓迎行事（遠足）

14日(金) 中教研総会（給食なし）

1７日(月) 専門委員会

18日(火) 全国学力調査（３年）

県基礎学力テスト（２年）

19日(水) 県英語テスト(３年）

20日(木) 尿検査（１次）

21日(金) 授業参観

ＰＴＡ・部活動振興会総会

ＰＴＡ懇親会

25日(火) 内科検診

26日(水) 家庭訪問（～５月12日）

27日(水) 尿検査

29日(土) 昭和の日

５月３日(水) 憲法記念日

４日(木) みどりの日

５日(金) こどもの日

10日(水) 実力テスト（～11日）

１2日(金) 市PＴＡ総会

１6日(火) 歯科検診（１年）

1７日(水) 歯科検診（２年）

22日(月) 振替休日（市中総体の）

23日(火) 歯科検診（３年）

25日(木) 市中総体選手激励会

27日(土) 市中総体（球技・武道）

～28日（日)

29日(月) 振替休日（市中総体の）

30日(火) 予備日（市中総体）

新しく８名の職員が異動してきまし
た。生徒会副会長の山﨑港斗君が、
気持ちのいい歓迎の言葉を述べてく
れました。今年度もまた、転入者が本
校に新しい風を吹かせてくれると期待
しています。

入学式が終わったばかりで、新１年生は新しい生活環境に、まだまだ戸惑うことも多いと思い

ます。それでも、中学校生活に慣れようと一生懸命な姿をよく見かけます。何事も最初が肝心

です。頑張ってほしいものです。２、３年生も新しい学年で、自分の目標に向かって、学習に部

活動に一生懸命頑張っています。今月２６日（水）からは家庭訪問も始まります。お忙しいと思

いますが、担任と日程の調整を行い、よろしくお願いします。

題字の「ＮＥＸＴ ＯＮＥ」（ネクスト・ワン）は、今は亡き映画俳

優で監督のチャーリー・チャップリンが、「あなたの一番の作品

は何ですか？」という質問に、「次の作品！（ＮＥＸＴ ＯＮＥ）」

と答えたという話から、もらいました。平戸中学校便り 「ＮＥＸＴ

ＯＮＥ」 も次はもっといいものにしていきたいと思います。

（平戸中学校 校長 瀬尾俊郎）

山﨑港斗君

（生徒会副会長）

調査の目的
◇義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童
生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証
し、その改善を図る。

◇学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立
てる。

◇そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立
する。

調査実施日 ４月１８日（火）

調査対象 国・公・市立学校の小学校６学年、中学校第３学年

調査内容 ①教科に関する調査（国語、算数・数学）
②生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査


