
新年度、気持ちを新たに

校長 小野 武紀

４月６日（月 、約１か月ぶりに学校が再開し、）

登校する生徒たちの表情は、一様に明るく、これか

ら始まる学校生活への期待に満ち溢れているようで

した。始業式では、２年生代表 渡辺さん、３年生

代表 加藤さんが今年度の抱負や今後頑張りたいこ

となどについて堂々と発表しました。

２、３年生の態度がとても立派であり、進級の喜び

とともに、新しい学年での意気込みを強く感じまし

た。翌日の４月７日に行われた本校第74回目となる

入学式では88名の新入生を迎え、全校生徒数254名

が、新年度のスタートを切りました。新型コロナウ

イルスの影響で、来賓や在校生は参加できませんで

したが、在校生を代表し、生徒会長 和田さんが、

歓迎の言葉を述べ、小学校と中学校の違いや中学校

生活で気を付けなければならないことなどを伝えま

した。そして、新入生を代表し、木元さんが誓いの

言葉を述べ、学習と部活動の両立を特に頑張りたい

と力強く語りました。

新入生がこれからどんな活躍を見せてくれるのか、

とても楽しみでなりません。

６日の新任式では、今年度転入した１１名の職員

が、天中生に期待するこ

とや天中生と共に楽し

く、活気あふれる学校を

つくっていきたいことを

生徒に伝えました。

職員組織・学年組織

校 長 小野 武紀 1年主任 木村 房子

教 頭 小松 徹 1年1組 藤澤加奈子

小野 博昭 1年2組 佐藤 一平主任主査

村井 裕香 1年3組 二部 巧美養護教諭

横尾裕紀子 中川 努S C 1年所属 教務主任

中村優美子 中川 利通図書館支援員 1年所属 研究主任

レイリー・ハイタワーALT

菅原 真美 2年主任 近藤 葉子事務補助員

校務員 佐藤 卓也 2年1組 眞壁 豪

支援員 佐藤 淳子 2年2組 髙橋 翔平

〃 本山 里美 2年3組 澤田 博美

児玉 文子 近藤 秀一主任調理員 2年所属生徒指導主事

調理員 三浦 和子 2年所属 大山 涼生

〃 岩谷 るみ

〃 浅田 智子 3年主任 石川 徳幸

〃 佐藤 彩 3年1組 檜山 信次

鈴木 亜紀 3年2組 鈴木理恵子地域コーディネーター

3年3組 佐々木拓人

3年4組 伊藤 穣

倉田 泉３年所属教育相談担当

3年所属 熊井 修一

野球部長 熊井 修一 藤澤加奈子テニス部長

野球監督 眞壁 豪 鈴木理恵子テニス監督

近藤 秀一 柔道部長 中川 利通サッカー部長

檜山 信次 柔道監督 二部 巧美サッカー監督

木村 房子 剣道部長 中川 利通男女バスケ部長

伊藤 穣 剣道監督 佐藤 一平男子バスケ

佐々木拓人 木村 房子女子バスケ 吹奏楽部長

バレー 石川 徳幸 髙橋 翔平監督 吹奏楽顧問

倉田 泉 中川 努男女卓球部長 美術部顧問

澤田 博美 陸上競技 倉田 泉男子卓球監督

近藤 葉子 水泳 伊藤 穣女子卓球監督

１年間、よろしくお願いいたします。
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新学期が始まってからの２週間、これ

からの学校生活を、安全で楽しく、快適

に過ごすために、生活や学習のルールな

どについて確認しました。

集 会 指 導 (4/8)
新型コロナウイル

スに対応した「３

密」を避ける整列

の仕方についても

確認しました。

生徒会・部活動

オリエンテーション (4/8)
１年生に２､３年

生の代表生徒が､

生徒会活動や部活

動について紹介し

ました。どの部に

何人入部するのか、今後に注目です。

学 習 集 会 (4/9)
各学年ごとに、学

習する目的や学習

の仕方、授業中の

ルールなどについ

て確認しました。

交通安全教室 (4/13)
五城目警察署の方

から、交通ルール

をしっかり守るこ

と、自転車の安全

な乗り方などにつ

いて講話をしていただきました。

１年自転車点検 (4/14)
今後、通学等で安全に

使用できるよう、ブレ

ーキの効き具合やハン

ドルのゆるみがないか

などを確認しました。

５ 月 の 行 事 予 定

１(金 ) 開校記念日

３(日 ) 憲法記念日

４(月 ) みどりの日

５(火 ) こどもの日

６(水 ) 振替休日

11(月 ) 標準学力検査

14(木 ) 学級討議

15(金 ) 松陵学習①

17(日 ) 部活動休止日

19(火 ) 職員会議 尿検査

20(水 ) チャレンジテスト(国 )

21(木 ) 学校運営協議会

22(金 ) 前期生徒総会

25(月 ) 避難訓練

27(水 ) 専門委員会

松陵学習② 英語検定①29(金 )

31(日 ) 部活動休止日

※５月２７日（水）に予定してい

た体育祭は、新型コロナウイル

スの影響で、９月以降に延期す

ることにいたしました。

自転車の事故に気を付けて！
春休みから自転車通学が始まり

ましたが、これまで２件の自転車

事故が発生しています。

前方注意、一時停止、ヘルメッ

など、今一度、安全運転トの着用

について確認してください。

新型コロナウイルスへの対応

緊急事態宣言を受け、部活動

４月１７日から５月６日まを、

の間、全て休止することといで

たしましたので、ご理解とご協

力をお願いいたします。


