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１　平成３０年度が始まりました ２　教職員の紹介

（１）新任式・始業式 NO 教科

　４月９日に平成30年度がいよいよ始まりまし 1 校　　長 重岡　秀徳 保体

た。クラスの友達、担任の 2 教　　頭 屋田　　清 技術

先生、教室等々どれもリセ 3 学年主任 川野　美紀 家庭

ットされ新鮮な気持ちでス 4 １組担任 古川　洋子 英語

タートすることができたの 5 ２組担任 園田　啓助 保体

ではないでしょうか。 6 ３組担任 吉光　くみ 国語

　新任式では、本年度、着任された先生を生徒の 7 ４組担任 大島　憲征 数学

皆さんに紹介し、生徒を代表して小中さんが歓迎 8 そよかぜ担任 手嶋　天志 数学

のあいさつをしてくれました。 9 副担任 松尾　泰宏 社会

　続いて始業式が行われ、新学年になっての決意・ 10 副担任 本徳　光輔 数学

抱負を2名の生徒が行いました。二人とも自分の課 11 学年主任 安東　圭介 社会

題を的確に捉え、この1年間の目標を具体的に語り 12 １組担任 岩下　太郎 保体

成長を感じさせるたのもししい抱負を全校生徒に 13 ２組担任 工藤　瑞己 美術

伝えてくれました。 14 ３組担任 佐々野智範 国語

（２）入学式 15 副担任 脇　　淳一 理科

　４月１１日に新１年生１１３名を迎え、入学式 16 副担任 秋吉　正丈 英語

を行いました。どの子も初々しく緊張感に満ちた 17 学年主任 清原　聡美 音楽

表情の中に、これからの 18 １組担任 久継　元基 社会

山中、これからの別府を 19 ２組担任 平野　宗美 理科

背負っていくにふさわし 20 ３組担任 麻生　大輔 英語

い姿を感じとることがで 21 せせらぎ担任 安部　泉治 国語

きました。 22 副担任 末松　塁子 数学

　素晴らしい3年間になることを心から願うとと 23 副担任 松尾　真帆 数学

もに、家庭・地域・学校で子ども達を大切に育て 24 甲斐　美穂子

ていきましょう！！ 25 図書司書 衛藤　聖子

26 主　任 釘宮  　 文

27 用務員 鬼塚　   晃

28 給食事務 中村　絵美　

29 いきいき支援員 江藤　俊明

30 スクールカウンセラー 植原　   薫

31 スクールサポーター 芹川　玲奈

32 スクールソーシャルワーカー 長尾　   章

33 ＡＬＴ 英語

34 I C T支援員
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２・３年生に伝えたこと。

◎授業を大切にしてください。毎時間、

何がわかったらいいのか。できるように

なったらいいのか。確認しましょう！

◎自分の好きなこと。得意なことを探し

ましょう！

○気持ちの良いあいさつをしましょう！

ふるさと別府を愛し たくましく生き抜く 山中生



３　家庭訪問 ７　PTA総会

　本年度は、次のように行います。 ５月７日（月）にPTA総会が開催されます。

1年生：4月23日（月）～27日（金） 1年間のPTA活動を決める大切な会合である

2年生：夏季休業中（期日は後日連絡します。） ともに、部活動の第1回

3年生：夏季休業中に３者面談。 保護者会も開催します。

学年で実施時期、内容が異なりますが、よろしく 　また、社会構造が大き

お願いします。 く変わろうとしている現

４　西小学校卒業記念品等 代にあって、どのように

　統合中学校の開校に向けて、いよいよ西小学校 子ども達に関わっていったらいいのか。山の手

の解体工事が７月から始まります。校内にはまだ 中学校ではどのように関わろうとしているのか。

卒業記念品等があるようです。確認等されたい方 短時間ですが、お伝えする時間をとっています。

は市役所教育政策課　２１－１５７２　までお尋 何かとご多用のことと思いますが、是非、ご参

ね下さい。なお、統合中学校は、平成３３年４月 加いただき、PTA活動へのご理解・ご協力いた

開校の予定です。 だきますようお願いいたします。

５　就学援助制度 8  行  事

　別府市では、別府市に住民票があり、別府市内 4月

の小中学校に在籍しているお子さんが経済的な理 17 火 全国学力・学習状況調査

由で就学が困難な場合、予算の範囲内で就学援助 大分県学力定着状況調査

を実施しています。この制度は保護者の方が申請 PTA臨時役員会・第1回理事会

することが申し込みになります。申請しなければ 26 木 市PTA連合会委員会

対象家庭であっても援助することができません。 5月

　また、所得額によって認定されない場合もあり 7 月 PTA総会　授業参観

ます。ご不明な点は、下記までお問い合わせくだ 11 金 市PTA連合会総会

さい。 16 水 体育大会総合練習会

別府市教育委員会学校教育課　２１－１１１１ 19 土 体育大会

 内線５５２２ 21 月 繰替休業

山の手中学校事務室　　　　　２２－５３４５ ※　予定は変更になることがあります。

６　ガラス等破損時の保護者負担 その際は、改めてお知らせします。

　学校のガラス等の備品は市民の皆さんの税金で

購入されています。わざとではなく不注意であっ

ても公共の場では、破損者が弁償をするのが一般

的です。中学生として、そのことを知ってもらう

意味でも、基本的には弁償していただくことにな

ります。何卒、ご理解・ご協力の程、よろしくお

願いします。なお、諸状況によって判断が難しい

時も多々あります。不明な点はいつでも学校にご

連絡いただきますようお願いいたします。

24 火

学校通信「こうのとり」について

ヨーロッパの一部の地方では、赤ちゃ

んはこうのとりが運んでくるといった言

い伝えがあります。わが子は可愛くて、

愛おしくて、何物にも代えがたいもので

す。かけがえのない大切な子どもたちを

保護者・教職員・地域の皆さんでともに、

育んでいきたいとの思いからこの題名に

しました。


