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美郷中学校の令和３年度がスタートしました！

生徒の皆さんは、新しい年度のスタートに向け

て、様々な思いや目標をもって、今日の始業式に

臨んだことと思います。今の新鮮な思いを大切に

し、時々思い出しながら、「なりたい自分」の実現

を目指して、１日１日を大切に送っていってほし

いものです。喜びも楽しみも、悲しみもつらさも、

美郷中の仲間と共有し分かち合いながら、笑顔で

学校生活を送りましょう！

今年度、本校で新しく、皆さんと一緒に学校生

活を送ることになった新任の皆さんを紹介します。

○○ ○○先生

１年部所属：美術〔太田中学校から〕

長年のライフワークとして、絵

画制作を続けております。しかし、

コロナ禍の現在は、なかなか遠出

もできず、創作のモチベーション

が今ひとつの感がいなめません。

美術の授業を通して、美郷中学校

の皆さんの感性に触れ、刺激をもらいながら、

楽しく過ごしていきたいと思います。１年間、

よろしくお願いします。

○○ ○○先生

２年４組担任：数学〔生保内中学校から〕

７年ぶりに美郷中学校にお世話

になります。美郷中は「パワフル

で勢いのある学校」という印象を

もっています。全校生徒のみなさ

んと心ひとつにがんばっていきま

すので、よろしくお願いします。

○ ○○先生

１年４組担任：理科〔横手市立横手南中学校から〕

初日の朝、初対面の私にも進んで

あいさつをする美郷中生の姿が見ら

れました。こんなあたたかい生徒た

ちと共に美郷中学校の歴史の１ペー

ジをつくることができるのを楽しみ

にしております。私も持ち前の声を生かして

がんばります。よろしくお願いします。

令和３年度 始まる ○○ ○○○先生

１年２組担任：国語〔大曲中学校から〕

開校当時、お世話になっており

ました。８年ぶりの美郷中学校で

すが、新たな気持ちでがんばりた

いと思います。宜しくお願いしま

す。

○○ ○○○先生

２年２組担任：国語〔秋田市立桜中学校から〕

美郷中学校の第一印象は、「とて

もきれいな学校」です。自然や環

境に恵まれた美郷中で、皆さんと

一緒に成長できるよう一所懸命が

んばっていきたいと思っています。

○○ ○○先生

１年３組担任：保体〔横手市立横手明峰中学校から〕

横手明峰中から来ました○○○

○といいます。横手市外の学校に

勤務することが初めてで不安でし

たが、美郷中生の元気なあいさつ

のおかげで、不安もなくなりまし

た。人見知りする性格ですので、

たくさん話しかけてください。笑顔でがんば

るので一緒にがんばっていきましょう。

○○ ○○先生

７組担任：英語〔太田中学校から〕

趣味はガーデニングと家庭菜園

です。今年は何を植えようか思案

中です。美郷中学校の校歌を生徒

の皆さんと一緒にはやく歌えるよ

うになりたいです。

○○ ○○先生

２年部所属：社会〔横手市立十文字中学校から〕

魅力ある美郷町で働けることに感

謝しながら、私自身もたくさん学ん

でいきたいです。毎日、笑顔で元気

に頑張ります。よろしくお願いしま

す。



○○ ○○さん

事務職員〔豊川小学校から〕

美郷町に勤務するのは２度目で

す（六郷中の閉校時におりまし

た）。地域、そして、美郷中生の

ステキなところをどれだけみつけ

られるか、とても楽しみです。久

しぶりの中学校勤務でドキドキしていますが、

皆さんに色々お聞きしながら頑張りたいと思

っています。どうぞ、よろしくお願いします。

○○ ○○さん

技師補〔千畑小学校から〕

中学校は初めての勤務になりま

す。とても、緊張しています。わ 後ほど

からないことばかりで、うろうろ 掲載

しています。一生懸命がんばりま します

す。よろしくお願いします。

新田 義孝校長

〔豊岡小学校から〕

美郷中学校で、生徒の皆さんや

先生たちと一緒に、学校生活を送

ることができることをうれしく思

っています。規模の大きい学校な

ので、まだ、よくわからないこと

がたくさんありますが、一生懸命に勉強して、

皆さんの役に立てるようにがんばりたいと思

います。どうか、よろしくお願いします。

隣県では、新型コロナウィルスへの感染者数が

過去最大を記録するなど、第４波到来への危機感

が高まっています。また、新年度を迎え、県外と

の人の出入りも活発になるなど、いつ、どこで、

誰が、感染してもおかしくない状況下にあると言

えます。

生徒の皆さん！保護者の皆さん！感染症対策に

取り組むことは、家庭生活はもとより、学校生活

を維持していくために、とても重要

なことです。どうか、これからも不

要不急の外出を控えるなど、今まで

と変わらぬ感染症対策へのご理解と

ご協力を、どうか、よろしくお願い

いたします！

感染症対策への
継続した取組のお願い

お 願 い

※登校前の家庭での検温

生徒はもちろんですが、同居家族が県外

へ出かけた後に発熱や咳などの症状があり

心配な場合は、学校へ連絡をお願いします。

※スクールバス内でのマスク着用の徹底

〔教育理念〕

豊かな人間性を育み、将来の美郷を担う人間の育成

〔美郷の教育 三つの目指す姿〕

あいさつの美郷 走る美郷 読書の美郷

〔第４章 学校教育〕より

“みらい”を開く子どもを育てる学校教育の推進

◇確かな学力を身に付けた子どもの育成

◇心と体を鍛え、たくましく生きる子どもの育成

◇物事に熱中して取り組み、個性と創造力をみがく子どもの育成

※令和３年度 美郷町園・学校教育の指針より

どうか、よろしく、お願いいたします！

令和３年度 美郷中学校職員
校 長 新田 義孝 教 頭 ○○ ○○
主任主査 ○○ ○○ 事務職員 ○○ ○○
教務主任 ○○ ○○ 生徒指導専任 ○○ ○○
初任者研修統括指導 ○○ ○ 養護教諭 ○○ ○○
作業長 ○○ ○○ 技師補 ○○ ○○

ＩＣＴ専門職員 ○○ ○○
支援部 主任６組担任 ○○ ○○
７組 ○○ ○○ ８組 ○○ ○○
支援員 ○○○○○
１年部 主任 ○○ ○○
副主１組 ○○ ○○ ２組 ○○○○○
３組 ○○ ○○ ４組 ○ ○○
５組 ○○○○○ 所属 ○○ ○○
研究主任 ○○ ○○ 支 援 員 ○○○○○
２年部 主任 ○○ ○○○
副主１組 ○○ ○○ ２組 ○○○○○
３組 ○○ ○○ ４組 ○○ ○○
生徒指導 ○○ ○○ 所属 ○○ ○○
支 援 員 ○○○○○
３年部 主任 ○○ ○○
副主任 ○○○○○ １組 ○○ ○○
２組 ○○ ○ ３組 ○○ ○
４組 ○○ ○○ ５組 ○○ ○○
支 援 員 ○○ ○○
Ａ L Ｔ ○○○○・○○○○○○○ ○○○○・○○○○
ＳＣ ○○○○○ ○○ ○○○
ＳＣ：スクールカウンセラー

美郷町 学校教育の指針


