
大村中学校通信 Ｎｏ３
学校教育目標 心豊かで、自主性に富み、創造的で、未来を切りひらく生徒の育成

校 訓 「 自主・創造・敬愛 」 Ｈ３１．４．１０発行 文責 校長 松﨑大樹

チーム大中 思いを力に！

平成最後の１８８名の新入生の皆さん
ご入学おめでとうございます！

チーム大中の一員として、しっかり頑張ってください！
春爛漫の桜の花びらが舞い落ちる中、大村市立大村中学校の一年生として、本日１８８名が入学されました。改めて、新入

生の皆さん、並びに保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。また、小学校の校長先生を始め、来賓･保護者の皆様方
多数ご臨席のもと、平成３１年度・第３４回入学式をかくも盛大に挙行できましたことを、心から感謝し、厚くお礼を申し上げま
す。

豊かな才能を持ち、未来への可能性を秘めた、活力あふれる新入生の入学を先生方･生徒たちと共に、本当に楽しみに
待っていました。これから始まる中学校生活の３年間は、子供から大人へ心も身体も大きく変容する時期であり、この３年間
の学びと頑張りが、新入生一人一人の将来の生活を支える基礎となると共に、新入生の皆さんの才能や可能性を引き出し、
大きく飛躍させてくれることと思います。

保護者の皆様が、これまで大切に、そして慈しみ育てられたお子様をお預かりするという大切な責任を果たすため、私ども
職員一同、全力を挙げて日々の教育活動に邁進していきます。今後とも、学校と家庭が協力して、生徒達のより良き教育環
境を構築できますよう、保護者の皆様におかれましては、本校教育活動に対しご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

第３４回卒業式「思い出のアルバム」
＆「歓迎の言葉」・「新入生誓いの言葉」

凜とした雰囲気の入学式会場 新しいクラスはこちらです！ 新入生入場！ 緊張の中、入学式が開式です。

１８８名の入学を許可します。 吹奏楽部の歓迎の演奏です！ １年生の先生方の紹介です。吹奏楽部の歓迎の演奏です！ 最後はみんなで記念撮影です！

歓迎の言葉

今日、新たな門出を迎えられた新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。ようこそ！大村中学校へ！ 私たち
在校生は、皆さんの入学を心待ちにしていました！ 慣れない環境、周りは知らない人ばかりで、何も分からない中学
校生活の始まり。不安を感じている人もいると思います。でも安心してください！ 困ったときや分からないことがある
ときは、遠慮なく、私たち先輩や、先生方に聞いてください。私たちは新入生の皆さんが一日でも早く、中学校生活に
慣れ、たくさんの人と仲良くなれることを願っています。また、大村中学校の今年の生徒会スローガンは「善全前進～
全員で創る新しい大村中～」です。このスローガンのもと、新入生のみなさんと一緒によりよい大村中学校を創り上げ
ていきたいと思っています。ご協力をよろしくお願いします。 ※一部抜粋して掲載しました。

新入生誓いの言葉

暖かな春の訪れと共に、僕たち新入生は、今日大村市立大村中学校の入学式を迎えることができました。このよう
に素晴らしい式を開いていただきありがとうございます。今、僕は、不安と緊張でいっぱいです。ですが「これからこの
中学校で学び生活をしていくんだ！」という期待と楽しみな気持ちもあります。僕には、この中学校で頑張りたいことが
三つあります。一つ目は、中学校での学習です。二つ目は、部活動です。そして三つ目は、多くの友達を作ることです。
僕はこの三つのことに力を入れながら、一緒に入学した三城小、旭小、東大村小から集まったこの仲間達とたくさんふ
れ合い、スポーツや学習で競い合うことで、友情を深めていきたいです。これからお世話になる先生方や保護者の皆
様に御指導を頂きながら、努力することを誓います。どうぞよろしくお願いします。 ※一部抜粋して掲載しました。

生徒会長
３年 阪元向日葵

新入生代表
１年 末吉巧真



平成３１年度 大村中学校 教職員一覧

平成３１年度 大村中学校 部活動顧問（担当者）一覧
ＮＯ 部活名 顧問 顧問 ＮＯ 部活名 顧問 顧問

1    野　　球 竹上　正 #N/A 11  ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(女) 野田和博 山口美貴

2  ソフトボール 徳永貴憲 西　和美 12    卓　球（男・女） 藤﨑美幸 桑原美沙子

3 ソフトテニス(男) 増田弘実 #N/A 15    陸上（男・女） 渡邉恭子 笹本健太

4 ソフトテニス(女) 上野稚加 樋口いくみ 16    水　　泳（男・女） 尾下美典 山下由瑞子

5    サッカー 垣内光洋 福嶋良彦 17    剣　　道（男・女） 江頭範之 #N/A

6 バスケット(男) 中川大樹 島　瑞江 18    柔　　道 辻田晃佑 #N/A

7 バスケット(女) 飯田一郎 大塚真一 19    吹 奏 楽 江口里穂 神崎可奈子

8 バレーボール(男) 田中彰人 #N/A 20    美　　術 松山文子 #N/A

9 バレーボール(女) 伊藤秀俊 #N/A 21 空手・硬式テニス・新体操 本村　猛 #N/A

10  ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(男) 福村貴大 池ノ下祐子 #N/A #N/A

担当 氏　　名 教　　科 氏　　名 教　　科 氏　　名 教　　科

学年主任 徳永貴憲 社会 渡邉恭子 保体 松山文子 美術 校長（理） 松﨑大樹

１組担任 藤﨑美幸 国語 渡邉恭子 保体 田中彰人 数学 教頭（英） 松尾　勉

２組担任 福嶋良彦 理科 辻田晃佑 家庭 江頭範之 保体 教務主任（数） 伊藤秀俊

３組担任 池ノ下祐子 英語 垣内光洋 技術 江口里穂 音楽 養護教諭 樋口いくみ

４組担任 上野稚加 国語 竹上　正 社会 飯田一郎 社会 栄養教諭 松下真実

５組担任 西　和美 理科 笹本健太 理科 山口美貴 理科 事務主任 平山敏行

６組担任 福村貴大 数学 事務主査 佛田秀治

７組担任 本村　猛 特支（知） 本村　猛 特支（知） 本村　猛 特支（知） 学校職員 木佐貫　誠

８組担任 山下由瑞子 特支（情） 山下由瑞子 特支（情） 山下由瑞子 特支（情） 事務補助 吉松雅子

副担任 徳永貴憲 社会 尾下美典 国語 松山文子 美術 心の教室相談員 立野由紀

副担任 島　瑞江 社会 野田和博 数学 増田弘実 数学 学力向上補助員 田川久美子

副担任 中川大樹 保体 神崎可奈子 英語 大塚真一 英語 特別支援教育補助員

副担任 桑原美沙子 英語 学校司書 大欣靖子

再任用（短） 音辻尊徳 美術 西村徹也 国語 ＳＣ 中澤紀子

非常勤講師 最所由美 英語 ＡＬＴ ジャナ

ＡＬＴ ブレント

ＡＬＴ

ＭＡＤ 北里智美

第１学年 第２学年 第３学年
職名 氏名

今年度の大村中学校の教育スタッフは総勢で４９名です！
このメンバーで力を合わせて大村中学校の大切な生徒たちをしっかりと育んでい
きます。合い言葉は「チーム大中 思いを力に！」 どうぞよろしくお願いします。

未定

未定

負けられない戦い「大村市中学校総合体育大会」が、

もうそこまで迫ってきています！

「今」という時間を大切に、ベストが尽くせるよう、しっかり頑張ってください！
５月２４日(金) 新体操 ５月２５日(土)～２６日(日) 各種球技・武道 ６月１２日(水) 陸上・水泳

※空手道・体操は開催日を検討中

チーム大中
思いを力に！

夢を掴むことというのは
一気には出来ません。
小さなことを積み重ねることで
いつの日か
信じられないような力を
出せるようになっていきます・・・。

大リーグ・マリナーズのイチロー
外野手（45）＝本名・鈴木一朗
２０１９．３．２１ 引退表明


