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めたせこいあ
※ 学校の前庭にある樹木「めたせこいあ」が名前の由来です。

祝 入 学
式 辞 校 長 佐藤 勝志

今年は、例年より桜の開花が早く、学校の桜も満開から、今
は葉桜の時を迎えました。

葉桜の、さわやかな色をなす新緑の葉の力強さは、新たな生
活を迎え、期待とともに不安をかかえている新入生に、「がん
ばれよ」とエールを送っているようです。

本日、令和３年度一ノ木戸ポプラ学園三条市立第二中学校入
学式を挙行するにあたり、公私ともにご多用のところ、三条市
市議会議員の皆様をはじめとする多数の御来賓の皆様のご臨席を賜り、心より厚く御礼申し上げ
ます。また、保護者の皆様、ご列席いただき誠にありがとうございます。

ただ今、呼名されました 108 名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。ようこそ第二
中学校へ。いよいよ今日から第二中学校の一員です。私たち教職員と全校生徒は、みなさんの入
学を心待ちにしていました。心から歓迎いたします。

皆さんの呼名での返事や話を聞く姿から、中学生になったことへの決意と新しい生活への希望
や期待が感じられました。不安もあるかもしれませんが、今の決意、希望を大切にしてください。

小学校と中学校にはたくさんの違いがあります。中学校は、３年後には自分の道を自分で選択
し、進んでいかなければなりません。３年後に選択する自分の進む道は、10 年後、20 年後の自
分の人生とも大きく関係しています。

この３年間をどのように過ごし、努力するかが、３年後、さらには 10 年後、20 年後の皆さん
にとってとても大切になります。今日から、自分ができること、自分にしかできないことを考え、
毎日実行してください。第二中学校では、全ての先生が、皆さんの夢の実現に向けて、一人一人
を支え、励ましていきます。一緒に頑張っていきましょう。

そのために、皆さんに３つのお願いをします。
１つ目は、素直な心をもった人になってください。
素直な心とは、人の言葉や意見をよく聞き、自分自身のいたらなさを認め、そこから努力する

という、遠慮深い、控えめな心のことです。また、素直な心は、皆さんを強く、正しく、賢い人
に成長させるとともに、誰からも信頼される人にしてくれます。常に素直な心を忘れず、成長し
続ける人になってください。

２つ目は、人とのかかわりを大切にした人になってください。
社会の中で生きていく上で、人とのかかわりは大切なことです。人は人とのかかわりなしに生

きていけません。人とかかわる中で、相手の思いを理解し、自分の思いを理解してもらいます。
一人一人の違いを認め理解し、相手を受け入れようという姿勢、思いやりのある優しい心と感謝
の心で、人の気持ちや立場に寄り添う、人と共に生きることのできる人になってください。

３つ目は、挑戦し続け自分自身を伸ばす人になってください。学校は学び続ける場です。
中学校に入ると、今までと違い思うようにならないことも増えてきます。その時に、「どうせ

無理」「どうせ自分なんてダメなんだ」と思っている人にはどんな力もつきません。自分の限界
を決めず、夢や希望の実現に向けて粘り強くチャレンジする。勉強や部活動、生徒会活動などの
新しい活動にどんどんチャレンジし、毎日努力を続け、学び続け自分自身を伸ばす人になってく
ださい。

保護者の皆様、本日はお子様の御入学、誠におめでとうございます。今後３年間、皆様の大切
なお子様を、これから責任をもってお預かりいたします。第二中学校は、一ノ木戸ポプラ学園と
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して小中一貫教育を進めております。小学校時代に培ったものをもとに、お子様の持つ良い面や
可能性を伸ばし、健やかな成長のため、職員一同、精いっぱい努めてまいります。

おわりに、教育は学校、保護者、地域が連携し一体となり進めることで、子どもの可能性を拓
くなど、大きな成果が上がるものと考えております。今後も、皆様方のより一層のご理解とご協
力を賜りますようお願い申しあげ、式辞とさせていただきます。

歓迎の言葉 修成会会長 山崎 明

花々の美しく咲く陽春の季節となりました。

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。在校生を代表し、

心よりお祝い申し上げます。

新入生の皆さんは、今どんな気持ちでしょうか。これから始まる中

学校での新しい生活に不安を感じたり、緊張したりしている人はいま

せんか。私も入学当時はそうでした。しかし、大丈夫です。部活動や

委員会活動などの生活面では、優しく行動力のある先輩方がサポートしてくれます。また、生活面で

は、いつも笑顔で接してくれる先生方が丁寧に教えてくださいます。たくさんの人が皆さん一人一人

をしっかりと支えてくれるので、安心してください。

さて、第二中学校には、一年間を通じて様々な活動があります。軍別のカラーＴシャツに身を包み、

応援や競技、パネルを競い合う「体育祭」。クラスで団結して、歌声を響かせる「合唱コンクール」。

全校生徒が二中について真剣に考え、意見を出し合う「生徒総会」など、たくさんの活動があり、ど

れも活気があります。新入生の皆さんにも積極的に参加し、一つ一つ楽しんでほしいです。

中学校の３年間は多くのことを学び、身に付ける濃密な時間です。そして、小学校の６年間に比べ、

早く感じることもあるでしょう。何となく日々を過ごしているのでは、もったいないです。短い時間

を濃密に過ごせるようにするためにも、自身の意志をしっかりともっておくことが重要です。

皆さんは、これからの３年間をどのように思い描いていきますか。もしかしたら、部活動で大きな

賞を取るかもしれません。推薦されて行事を運営するリーダーになるかもしれません。新しい自分に

出会い、新しい目標に向かい、自分で判断し、最後までやりきってほしいと思っています。

最後に、皆さんのこれからの中学校生活が有意義でかけがえのないものになることを祈念して、歓

迎の言葉といたします。

誓いのことば 新入生代表 丸山 るな

少し冷たさの残る春風と共に、私たちはこの第二中学校の１年
生として入学しました。

新しい制服、新しい校舎、今までとは違う学校生活。
初めてがいっぱいの私たち。
今、私たちも「もう中学生」、という驚きと不安、そして、感

動と喜びで胸がいっぱいです。
たくさんの新しいことがありますが、一番中学生になったんだと思うのは、定期テストがある

ことと、制服を身に付けることです。どちらも、中学生としての自覚を芽生えさせてくれるもの
です。

定期テストでは、テスト前にしっかりと復習に取り組み、いい点数をとるよう、粘り強く取り
組みます。

また、制服を身に付けるにあたっては、ピシッと中学生らしく着こなせるようになりたいです。
３月 11 日の「絆スクール集会」で先輩方から優しく教えていただいたことをお手本にしてい

きます。
これから、第二中学校での中学校生活を送るにあたり、私は、友達との絆を更に深め、先生方

から学び、先輩方との交流を重ね、しっかりとした人間関係を築きたいです。
最後に、先生方や先輩方にご迷惑をお掛けすることもあるかもしれませんが、早く第二中学校

の学校生活に慣れるよう、精いっぱい学び、努力します。どうぞ、よろしくお願いします。
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修成会入会式・オリエンテーション・部活動紹介
【期日】４月１４日（水） 【会場】二中体育館

今年度の修成会入会式・オリエンテーションは全校生徒参加のもと開催されました。上級生１
人１人が自分の役割をしっかり全うし、スムーズに会を執り行うことができました。上級生の歓
迎の拍手に送られて退場していく新１年生たちは緊張の面持ちでしたが、１年後には立派に修成
会入会式・オリエンテーションを開催し、新入生を迎えていることを期待しています。

第一部 修成会入会式 第二部 修成会オリエン 第三部 修成会オリエンテ
(1) 開式のあいさつ テーションⅠ（委員会編） ーションⅡ（部活動編）
(2) 修成会歌 CD (1) R ３年度修成会スロー (1) 部活動紹介

ガン (2) 部活動入部までの日程と
(2) 生徒会副会長の話 決まりについて
(3) 修成会本部・専門委員 (3) 閉式のあいさつ
会の紹介 (4) 諸連絡

入会式・部活動紹介の様子

全校生徒出席の

入会式 委員会紹介

二中生の誓い 部活動紹介
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令和３年度 二中教職員
「よろしくお願いします」

教頭：茶谷 明
南魚沼市立大和中学校より新任教頭とし

て着任しました茶谷明（ちゃたに あきら）
です。三条市には、野球の大会引率や審判
でこれまでに何度も訪れています。今年一
年よろしくお願いします。

１年１組担任：斎藤 晴也
加茂市立若宮中学校から参りました斎藤

晴也と申します。教科は数学で、部活動は
バスケットボール部を担当します。まだま
だ分からないことだらけですが、学校や生
徒、そして地域に早く慣れたいと思ってお
ります。授業や部活動を中心に精一杯頑張
らせていただきます。よろしくお願いしま
す。

１年副任：竹田佳奈恵
南魚沼市立六日町中学校から参りまし

た。明るく、熱心な二中生と共に楽しく音
楽をさせてもらっています。出会いに感謝
し、子どもたちの成長のために尽力します。
よろしくお願いします。

特別支援学級担任：本間 美織
加茂市立七谷中学校から参りました、本

間美織です。三条市立第二中学校は十数年
ぶり、２回目の勤務となります。生徒の皆
さんはもちろん、保護者、地域の皆様との
出会いを大切に、心機一転頑張りたいと思
います。よろしくお願いいたします。

特別支援学級担任：篭島 洋
約 30 年ぶりに三条第二中学校に勤務で

きることとなり、当時の記憶が蘇ってきま
した。校門の脇にはめたせこいあの背の高
い木がありました。当時の教え子も今では

２年副任：大平 達之 40 代中盤、社会の第一線で活躍していま
英語科の大平達之と申します。小川先生が復 す。若い頃の自分に負けないようにがんば

帰されるまでの短い期間ですが、自分にできる ります。
範囲を超えられるよう勉強します。柏崎から通
っていますが、二中がお気に入りの学校になり ３年副任：南波 桃子
つつあるので長時間通勤も全く苦になりませ 理科を教えます。南波桃子(ﾅﾝﾊﾞﾓﾓｺ)と
ん。 申します。埼玉県川口市出身でムーミンと

餃子が好きです。みなさんと理科を楽しめ
養護教諭：太田真梨子 るよう頑張ります。よろしくお願いします。

南魚沼市立藪神小学校から参りました、養護
教諭の太田真梨子です。生徒たちの貴重な中学 管理士：倉茂 光徳
校３年間を、保健室からサポートできるよう頑 大島小学校からきました。中学校は初め
張ります。よろしくお願いいたします。 ての勤務なので、分からないことだらけで

すが、精一杯頑張りたいと思います。
非常勤講師：相田恵利子

三条市立栄中学校から参りました。元気な生 教諭(兼務)：大滝 孝多
徒のみなさんからパワーを分けてもらいながら 見附市立見附小学校から参りました。二
一緒にがんばりたいと思います。よろしくお願 中の皆さんと一緒にものを作ったり、社会

学年・学級等 教科 部活動 氏名
佐藤　勝志

教 　　　頭 数学 文化活動･水泳 茶谷　　明
教 務 主 任 理科 野球 玉木　良衛
１ 年 主 任 体育 バレー 渡辺　順一
１年１組担任 数学 男女バスケ 斎藤　晴也
１年２組担任 体育 陸上 藤本　菜緒
１年３組担任 社会 吹奏楽 甲　　寛美
特別支援学級担任 国語 バレー 本間　美織
特別支援学級担任 英語 篭島　　洋
１ 年 副 任 音楽 吹奏楽 竹田佳奈恵
２ 年 主 任 理科 サッカー 伊藤　直樹
２年１組担任 英語 美術 飯野奈由美
２年２組担任 数学 卓球 平井　友佳
２年３組担任 国語 柔道 白野　徹人
２ 年 副 任 英語 テニス 大平　達之
２ 年 副 任 社会 文化活動 北村　佳隆
３ 年 主 任 社会 陸上･野球 石澤　泰裕
３年１組担任 数学 卓球 渡辺明由美
３年２組担任 英語 テニス 西澤　彩華
３年３組担任 美術 サッカー 清野　大道
３ 年 副 任 理科 男女バスケ 南波　桃子
３ 年 副 任 国語 柔道 中川　和幸
非常勤講師 家庭 相田恵利子
教諭(兼務) 技術 大滝　孝多

太田真梨子
勝沼　則夫
近藤　直子
倉茂　光徳
長嶋　恵理
番場美由希
ｵﾘﾊﾞｰ･ﾏﾘｰ
前田　龍也
長野三枝子
齋藤こずえ
岩渕　正和スクールアシスタント

校 　　　　長

養 護 教 諭
事 務 職 員(主 査)

小中学校講師

Ａ　Ｌ　Ｔ

管  理  士

スクールアシスタント

スクールカウンセラー
スクールアシスタント

特別支援サポーター
不登校支援員
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いいたします。 や環境について考えていくことが楽しみで
す。子ども達の成長を支援していけるよう、
頑張ります。

令和３年度 １学期始業式 各学年代表の新年度の抱負

「一年間を振り返って、二年生で頑張りたいこと」 ２年３組 神山 翠唯

僕が一年生で頑張ったことは二つあります。
一つは、定期テストに向けての勉強です。僕は、初めての定期テス

トで、自分が目標にした点数を取れませんでした。二回目と三回目の
テストも点数をさらに落としてしまい、かなり落ち込みました。だか
ら、最後となる四回目のテストでは、今までで一番良い点数を目指そ
うと思い、勉強量と時間を増やして、一生懸命テスト勉強に取り組み

ました。
テスト当日は緊張感を保って受検した結果、点数が上がり、悔いを残すことなく、最後の定
期テストを終えることができました。今年は、一回目のテストからたくさん勉強をして、良
い点数を取りたいです。

二つ目は体育祭です。昨年度は、感染防止対策を行いながらの体育祭だったので、接触な
どを控えて競技を行いました。特に力を入れたのが全員リレーです。昨年度は練習の時間が
あまり取れず、ほとんどリレーの練習ができませんでした。そこで、良い走りができるよう
に、部活動でたくさん走り込みを行いました。その結果、体育祭当日は思い通りの良い走り
ができて、とても良かったです。また、競技の他にも、応援やダンスを頑張りました。応援
では大きな声を出して体育祭を盛り上げました。ダンスでは振り付けをたくさん練習して、
本番でミスをしないように頑張りました。そして、一番面白かったのは「タイヤ取り」です。
感染防止対策をしっかり行い、なおかつユニークな競技だったので、良いアイデアがたくさ
ん詰まった男子種目だったなと思いました。体育祭も悔いの残らない、とても楽しい行事の
一つになりました。今年も応援やダンスを頑張って、体育祭を盛り上げていきたいです。

以上のような昨年度の一年間を踏まえ、二年生で頑張りたいことは「先輩になる」ことで
す。先輩になるということは「当たり前のことを当たり前にできるようになる」ことだと、
僕は思っています。だからこそ、今日から提出物をきちんと期限までに出し、授業をしっか
り聞き、後輩に優しく、先輩には礼儀正しく接して、僕が理想とする先輩になりたいです。

「３年生の抱負」 ３年１組 皆川 優菜

３年生は、中学校最後の年で、自分を成長させることのできる１年で
す。そこで私は、３年生で受験に向けての学習と、本部の活動に力を入
れたいです。

まず、受検に向けての活動についてです。１、２年生では、テスト期
間でもだらだらしてしまい、やらなければいけないことが後回しになっ
ていました。その結果、質の良い学習ができず、テストで納得のいく点
数を取ることができませんでした。この反省を生かし、今後はメリハリ

をつけ、計画的に学習する習慣をつけたいと思います。また、分からなかった問題をそのま
まにせず、できるようになるまで繰り返し行いたいと思います。そして、受検勉強では、嫌
なことでも逃げずに取り組み、後悔のない結果にしたいです。

次に、本部の活動についてです。私は、本部役員になりました。今までは、本部や委員長
のみなさんの活動を見たり、聞いたりするだけでした。ですがこれからは、本部として活動
する番です。なので、三役のみなさんのサポートや自分の仕事をまっとうしたいです。そし
て、自分自身を成長させたいです。

３年生ではこのようなことに力を入れ、後悔のない充実した１年にしたいです。


