
【学校教育目標】 心ひとつに ～ 笑顔いっぱい やる気いっぱい 根気いっぱい ～

■新任です「よろしくお願いします。」♡♡♡

教頭 Ｔ．○○
理科

〈協和中学校から〉

「あいさつの美郷 走
る美郷 読書の美郷」 いろいろな面で美郷
中生の活躍を聞いておりました。美郷中学校
の皆さんと勉強や部活動等ができることを楽
しみに赴任しました。美郷町の学校に勤務す
るのは初めてですが、よろしくお願いします。

養護教諭 Ｃ．○○
〈角館小学校から〉

この度、角館小学校から
来ました養護教諭の千葉奏
子です。気持ちの良い挨拶、素晴らしい礼儀
作法、優しい心遣いの子ども達に心癒やされ、
この美郷中学校で一緒に過ごせる楽しさを感
じました。どうぞよろしくお願いいたします。

Ｓ．○○ 先生
１年3組 保健体育
〈有浦小学校から〉

大館で３年間、小学校の
先生として子どもたちと共に汗を流してきま
した。ご縁あって、地元の美郷で働けること

にワクワクしています！美郷中生○みんなで、
○さわやかな毎日を送ることができるよう、○と
にかく精進します。１年間よろしくお願いし
ます。

Ｅ．○○ 先生
２年４組 英語

〈岩根西中学校から〉

千葉県木更津市立岩根西
中学校から参りました、Ｅ．と申します。出
身は秋田県ですが、六年間千葉県で教員を務
め、このたび秋田県に帰ってきました。生ま
れ育った秋田県の教育活動に携わることがで
きて本当に嬉しいです。子供達のために、一
生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

裏へ続く→

Ｋ．○○ 先生
2年部 家庭科

〈大曲農業高等学校から〉

大曲農業高等学校から
参りました小松田菜摘で

す。出身は横手市大雄です。全ての学年と授
業で関わることができるのでこれからが楽し
みです。初めての中学校勤務で至らないとこ
ろもあると思いますが、一生懸命 頑張りま
す。よろしくお願いいたします。

Ｎ．○○ 先生
8組 音楽

〈生保内小学校から〉

仙北市立生保内小学校か
ら参りました。出身は仙北市西木町です。担
当教科は音楽です。教員２年目で、中学校は
初めての勤務なので不安と緊張があります
が、生徒の元気な歌声と挨拶、そして輝く笑
顔から元気をもらい、これからどんな感動や
喜びが待っているのか楽しみな気持ちでいっ
ぱいになりました。元気いっぱいな生徒たち
と共に音楽を学び、奏でるのがとても楽しみ
です。生徒の夢に向かって走り続ける全力で
サポートしていきたいと思います。どうぞ、
よろしくお願いいたします。

Ｓ．○○ 先生
7組 国語

〈大学卒業ホヤホヤ〉

今年度から美郷中学校で
お世話になります佐々木優希と申します。担
当教科は国語です。小学校から大学まで10
年以上バスケットボールをしていました。生
粋のバスケバカだと思います。教員生活１年
目ということで、どんなことにも貪欲にチャ
レンジできるよう取り組みます。美郷中のみ
なさんの力になれるように頑張りたいと思い
ます。よろしくお願いします。

Ｎ．○○ 作業長
〈美郷町役場建設課から〉

この度、町役場建設課よ
り異動しました。学校勤務

は初めてですので、分からない事ばかりです
が、よろしくお願いいたします。
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平成31年度美郷中学校の全教職員（主な担当）

です。どうぞよろしくお願いいたします。

校 長 千田 寿彦 学校経営・国語

教 頭 Ｔ． 総務・理科

主任主査 Ｓ． 事務

事務職員 Ｔ． 事務

養護教諭 Ｃ． 学校保健

教務主任 Ｓ． 社会・サッカー（副）

生徒指導専任 Ｓ． 英語・女卓球（副）

教育専門監 Ｔ． 数学・男バスケ

１年部主任 Ｓ． 英語・インターアクト

１年１組 Ａ． 副主任・社会・野球相撲（副）

１年２組 Ｔ． 数学・バレー（副）

１年３組 Ｓ． 保体・相撲・陸上駅伝・スキー

Ｉ．○○ 先生
2年部 国語

〈大曲南中学校から〉

週４日、２年生の国語の
授業でお世話になります。「知・徳・体」す
べての面で、オールマイティな美郷中生と授
業ができることを楽しみにしています。美郷
中生の国語の力がさらに向上するようがんば
りたいと思っています。よろしくお願いしま
す。

Ｔ．○○○ 支援員
支援部

〈千畑小学校から〉

千畑小学校から来まし
た。長く小学校で仕事をしていて、中学校は
久しぶりの勤務になります。六郷に住んでい
るので、いろいろな場面でお会いしている人
がいると思います。気軽に声をかけてくださ
ると嬉しいです。笑顔を大切にして、子ども
たちの支援を頑張っていきます。どうぞよろ
しくお願いします。

Ｔ．○○ 事務職員
〈角間川小学校から〉

事務職員としてお世話に
なります。学校のことも地

域のことも分からないことばかりですが、笑
顔あふれる美郷中で生徒とともに学びなが
ら、また、行政の立場から子どもたちの成長
に少しでも役に立てるよう頑張りたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。

１年４組 Ｍ． 国語・インターアクト（副）

１年５組 Ｔ． 理科・総合科学

生徒指導主事 Ｏ． 技術・サッカー

２年部主任 Ｏ． 社会・男卓球（副）

２年１組 Ｉ． 副主任・数学・女テニス

２年２組 Ｓ． 保体・男バドミントン

２年３組 Ｔ． 数学・女バスケ

２年４組 Ｅ． 英語・女卓球

２年５組 Ｔ． 理科・バレー

２年部 Ｋ． 家庭・男女バド（副）

２年部 Ｉ． 国語

３年部主任 Ｋ． 保体・男バスケ（副）

３年部 Ｈ． 副主任・数学・男テニス

３年１組 Ｓ． 研究主任・音楽・吹奏楽

３年２組 Ｓ． 国語・野球

３年３組 Ｕ． 社会・女バドミントン

３年４組 Ｋ． 英語・生徒会・女バスケ（副）

３年５組 Ｍ． 理科・男卓球

７組 Ｓ． 国語・男女テニス（副）

８組 Ｎ． 音楽・吹奏楽（副）

９組（支援部主任） Ｗ． 美術・国語・美術（副）

10組 Ｓ． 美術・美術

支援部 Ｔ． 英語

ＡＬＴ Ｚ．

ＡＬＴ Ｍ．

ＡＬＴ Ｍ．

支援員 Ｍ． 主に３年

支援員 Ｏ． 主に２年

支援員 Ｓ． 主に１年

支援員 Ｔ． 主に支援部

スクールカウンセラー Ｉ． 教育相談

Ｉ Ｃ Ｔ 専 門 職 員 Ｃ． ＩＣＴ支援

作 業 長 Ｎ． 校務一般

上席主任技師 Ｔ． 校務一般

技 師 Ｔ． 校務一般


