
心ひとつに ＝ 自己の確立に精励する生徒の育成 ＝ 気づき、考え、行動する生徒

■「煌輝」が引き「奏令」が押す令和２年度に

長い自宅待機生活が明け、待ちに待った学校

生活の再開です。そして令和２年度の開始です。

前年度修了の日に、「人生という試合で最も

重要なのは、休憩時間の得点である。（ナポレ

オン）」という言葉を贈りました。この長い休

憩時間でどのような得点ができたでしょうか。

この休憩時間中には、生徒の皆さんにとって

は大変残念なお知らせが相次ぎました。県及び

郡中体連の春季大会、及び秋田マーチングフェ

スティバル等が中止となったことです。また、

全国学力・学習状況調査も予定の日程では行わ

ないことが決まりました。

それでも、皆さんにとっての時間は確実に流

れています。煌輝学年は、１２か月後には、自分

の将来を拓く関門を突破していなければなりま

せん。奏令学年は、半年後には学校を牽引する

役を引き継ぎ、自分の進路も明確にしていなけ

ればなりません。

今までの休憩時間でどういう得点を挙げたか

が、これから先のそれぞれの目標達成に大きく

影響するはずです。

この休憩時間の得点を生かし、煌輝学年が牽

引し、奏令学年が後押しして、力強く躍動する

美郷中学校の令和２年度に期待しています。

■ようこそ美郷中学校へ♡１１名の新任の先生方

この度の県教育委員会の定期人事異動により

次の先生方をお迎えしました。どうぞよろしく

お願いいたします。

Ｓ． ○ 先生 ←大仙市立西仙北中学校
Ｔ．○○○ 先生 ←仙北市立角館中学校
Ｉ． ○ 先生 ←新規採用（秋田市立御野場中学校）
Ｗ． ○ 先生 ←新規採用（大仙市立南外中学校）
Ｔ． ○○ 先生 ←大仙市立大曲中学校
Ｏ．○○○ 先生 ←大仙市立大曲中学校
Ｆ． ○ 先生 ←仙北市立生保内中学校
Ｓ． ○○ 先生 ←大仙市立平和中学校
Ｋ． ○○ 先生 ←横手市立横手明峰中学校
Ｄ．○○○ 先生 ←美郷町立六郷小学校
Ｉ．○○○ 先生 ←美郷町立千畑小学校

※Ｓ．先生＝初任者研修統括指導教員

■新任の先生方♡よろしくお願いいたします。

Ｔ． ○○○ 先生 〔英語〕

（仙北市立角館中学校より）

初めての美郷中学校での勤

務になります。ラベンダー園

や湧き水といった自然豊かな

この町で、たくさんの生徒と

毎日を充実したものにしていきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

Ｗ． ○ 先生 〔音楽〕

（新規採用・大仙市立南外中学校より）

再び美郷中学校で勤務できる

ことを本当にうれしく感じてい

ます。かけがえのない中学校生

活を、生徒の皆さんと一緒に楽

しみながら、時には悩みながら最高な時間に

できるよう全力で頑張ります。どうかよろし

くお願いします。

Ｉ． ○ 先生 〔理科〕

（新規採用・秋田市立御野場中学校より）

この度、新採用となり、美郷

中学校で勤務させていただきま

す。前任校は、秋田市立御野場

中学校です。担当教科は、理科

です。秋田市外での勤務が初ですので、新た

な気持ちで頑張りたいと思います。よろしく

お願いいたします。

S． ○ 先生 〔理科〕

（初任者研修統括指導教員）

初任者研修指導教員とし

て、週２回本校に来ます。生

徒の皆さんには直接授業を教

えるわけではありませんが、

皆さんとの触れ合いを大切にしながら、自分

の仕事に努めていきたいと思っています。ど

うか宜しくお願いします。
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Ｆ． ○ 先生 〔数学〕

（仙北市立生保内中学校より）

豊かな自然を感じながら、美

郷中の生徒とともに学び、生活

できることが楽しみです。

「嬉しい」「楽しい」をたくさ

ん見つけて、日々過ごせたらなと思っていま

す。どうぞよろしくお願いします。

Ｏ． ○○○ 先生 〔美術〕

（大仙市立大曲中学校より）

３度目の美郷中学校勤務に

なります。美郷中の校歌のよ

うにしなやかに形を変えなが

ら、皆さんに寄り添える日々

が過ごせたらいいなと思っています。これか

ら宜しくお願いします。

Ｔ． ○○ 先生 〔家庭科〕

（大仙市立大曲中学校より）

初めて美郷中学校で勤務でき

ることを本当に嬉しく思ってい

ます。風光明媚な環境で、育っ

た皆さんと一緒に学校生活を楽

しみながら、 頑張っていきたいと思います。

美郷中学校のことたくさん教えてください。

Ｓ． ○○ 先生 〔社会〕

（大仙市立平和中学校より）

初めての地域で皆さんと過

ごす日々を楽しみにしていま

す。明るい挨拶からはじまる

日々のスタート。皆さんとの

これからの学校生活が楽しみです。

一年間よろしくお願いいたします。

Ｋ． ○○ 先生 〔国語〕

（横手市立横手明峰中学校より）

横手市以外の学校で働くの

は初めてです。皆さんとたく

さん関わって、美郷町の良い

ところ、美郷中学校の良いと

ころをたくさん見つけられる1年にしたいと

思っています。よろしくお願いします。

令和２年度 美郷中学校職員

校 長 千田 寿彦 教 頭 Ｔ． ○○

主任主査 Ｓ． ○○ 事 務 職 員 Ｔ． ○○

教務主任 Ｏ． ○○ 生徒指導専任 Ｋ． ○○

初任者研修統括指導 Ｓ． ○ 養 護 教 諭 Ｃ． ○○

作業長 Ｎ． ○○ 上席主任技師 Ｔ． ○○

ＩＣＴ専門職員 Ｃ． ○○

支援部 主任 Ｓ． ○○

７組 Ｓ． ○ ８組 Ｏ． ○○○

９組 Ｔ． ○○ １０組 Ｓ． ○○

所属 Ｔ． ○○ 支 援 員 Ｔ． ○○○

１年部 主任 Ｓ． ○○○

１組 Ｍ． ○○ ２組 Ｋ． ○○

３組 Ｓ． ○○ ４組 Ｋ． ○○

５組 Ｗ． ○ 研究主任 Ｔ． ○○

所属 Ｉ． ○○ 支 援 員 Ｄ． ○○○

２年部 主任 Ｓ． ○○○

１組 Ａ． ○○ ２組 Ｆ． ○

３組 Ｓ． ○○ ４組 Ｉ． ○

５組 Ｍ． ○○ 生徒指導 Ｏ． ○○

支 援 員 Ｓ． ○○

３年部 主任 Ｉ． ○○

副主任 Ｔ． ○○ １組 Ｔ． ○○

２組 Ｔ． ○○○ ３組 Ｓ． ○○

４組 Ｓ． ○○ ５組 Ｕ． ○○

支 援 員 Ｉ． ○○○

Ｚ． スクールカウンセラー
Ａ L Ｔ Ｎ． Ｉ． ○○○

Ｍ．

Ｄ． ○○○ 先生

（美郷町立六郷小学校より）

美郷中学校に勤務できること

を楽しみにしてきました。中学

校勤務は初めてという緊張感も

ありますが、生徒の皆さんと触

れ合う時間を大事にして、毎日の生活を支え

られるように頑張ります。よろしくお願いい

たします。

Ｉ． ○○○ 先生

（美郷町立千畑小学校より）

中学校での勤務は初めてで

緊張していますが、前任校で

ある千畑小学校の卒業生の皆

さんの名前を見て嬉しくなり

ました。美郷中生の皆さんと共に成長してい

ける1年にできたらと思います。よろしくお

願いいたします。


