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学 校 教 育 目 標   

緑ヶ丘中 さらなる「進歩」へ 

４月１０日、１８６名の１年生が入学し、全校生徒６１５名で今年度がスター

トしました。本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため４月１４日から臨

時休業という前代未聞の幕開けとなりました。しかし、この逆境に負けないよう

に本校職員一丸となって、「個性を伸ばし、活気に満ちた魅力ある学校」をめざし、

全力で取り組みます。 

 さて、今年度、緑ヶ丘中学校が取り組む全体構想は次の通りです。 

 

 

 

 

『気づき 考え 実行する』を将来の力に！  

「気づき」・・・・自分の生活または社会の問題やニーズに自ら気づき 

「考え」・・・・・その原因と解決のための道筋や方法を考え 

「実行する」・・・問題解決のために具体的な活動を実行する 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 
 

 
 

上記のことは今まで緑ヶ丘中学校が取り組んできたことであり、これらを継続し、さらに深めていこうと考えています。そのた
めには保護者や地域の方々のご支援が必要です。学校と保護者や地域の方々がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させ
ることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を取り組んでいきましょう！ 

生徒・保護者・地域・教職員による「チーム緑中」 をさらに進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇教育目標を家庭・地域と共有し、連携・協働の教育を推進する
　社会に開かれた学校

～変化の激しいこれからの社会を生き抜く力を身につける～

(本質に)気づき (可能性を)考え (未来を拓くために)実行する

（本質に）気づき　（可能性を）考え　（未来を拓くために）実行する
【学校教育目標】

～変化の激しいこれからの社会を生き抜く力を身につける～

〇自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や
　感動する心などの豊かな人間性を育もうとする生徒

〇自ら考え、判断し、行動（表現）することにより、さまざまな
　問題に積極的に対応し、解決しようと努力を続ける生徒
〇心身ともに健康で、意欲に満ち、命を大切にしながらたくましく
　生きようとする生徒

【重点目標】
〇多様な考えを受け入れる協働性の育成

○主体的に学び、考え続ける力の育成

〇課題を発見し、協働的に解決する能力の育成
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【めざす学校像】

【学校経営のスローガン】

チーム緑（りょく）～さらなる進歩～

〇生徒と教職員が信頼し合い、生徒の夢や希望を実現させる学校

〇豊かな心を育み、生き方や命の大切さを学ぶ学校

〇社会の変化に対応できる能力をつける学校

〇教職員が切磋琢磨し、常に進化を続ける学校

【主な取組】

【めざす生徒像】

保護者の皆さまへ 

「気づき 考え 実行する」を一緒に共有して下さい。 

子どもとよく会話してください。そして、「なぜ？」「どうしたらうまくいく？」

などと訊いてください。ただそれだけで、子どもは考えようとします。気づこ

うとします。その連続が、成長につながると思います。 

 すべての教育活動において、教師は

子どもたちに「気づかせる、考えさせ

る、実行させる」を工夫しながら実践

していきます。 

※教えこむのではなく、子どもたちが

自ら進んで学ぶ力を育むために！ 

 

この緑ヶ丘中に関わるすべての人が「チ－ム

緑中」のメンバ－です。そして、チ－ムに大切

なものは、人と人とのつながり・絆です。生徒

と先生のつながり、生徒と生徒の絆、クラスメ

イトを思う心、先生達の連携、お家の方や地域

の方との連携。学校に関わるすべての人が心と

力を合わせる、チ－ムワ－ク溢れる学校をつく

っていきましょう。 

 

☆全員活躍・協働的な授業を推進 ☆安心できる学級・学年づくりの推進 ☆心を磨く人権教育の推進 

☆基礎学力の定着        ☆生徒会による自治活動の推進    ☆健康・体力の向上 

http://tyu.oita-ed.jp/nakatu/midorigaoka/


令和２年度 教職員紹介                   転退職された先生方 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校　長 貝ヶ石　知昭先生 退職（本耶馬渓中へ）
主幹教諭 廣岡　　太 竹田市立都野中へ
養護教諭 若林　幸恵 大幡小へ

教諭 久保崎　弘美 東中津中へ
教諭 古賀　禎基 中津中へ
教諭 大江　堅志 東中津中へ
教諭 山根　小百合 東中津中へ
教諭 笹山　愛隆 大分市立坂ノ市中へ
教諭 牧　瑠依子 大分市立吉野中へ
教諭 野口　眞琴 大分市立大在中へ

臨時講師 奥中　　清 退職
臨時講師 髙橋　　凱 退職
臨時講師 大海　夏美 鶴居小へ

任期付教員 田上　麻美 三光中へ
教育補助員 尾北　洋子 豊陽中へ
図書館嘱託 永吉　理恵子 如水小へ

ＡＬＴ Fenion Rowan 中津中・今津中・山口小

校長 田中　浩志 数学
教頭 瀬野　　香 国語
教頭 小倉　英志 数学

主幹教諭 髙山　靖彦 社会
副主幹 菅沼　圭介

学力向上対策 今永　洋一 英語
地域支援CO 井浦　啓介 数学

初任研拠点校指導教員 西口　好一
SC 梅野　礼弐

学校支援員 中崎　利香

学校用務員 石川　忠美
チャレンジ 久保　一美 音楽
ステップ１ 外園小百合 英語
ステップ２ 宇都宮大地 社会

１年学年主任 平野　文昭 数学
１年１組 郷司　慧太 保体
１年２組 堀　　雄登 保体
１年３組 渕　　健樹 英語
１年４組 時松　梨恵 家庭
１年５組 横山　悠輝 社会
１年６組 村本　哲也 数学
１年７組 村井　義幸 保体

生徒指導主事 渡邊　　修 社会
１年副担任 井上麻知子 英語
１年副担任 丸山　　薫 美術
１年副担任 松本亜沙美 国語
養護教諭 濱田千恵美

教育補助員 松崎裕佳理
２年学年主任 小家　和幸 国語

２年１組 中原　康太 英語
２年２組 高橋　　舞 国語
２年３組 時松　武瑠 理科
２年４組 榎本　眞由 英語
２年５組 中川　太郎 理科
２年６組 山本　裕子 社会

２年副担任 中野　純一 保体
２年副担任 松田　佳奈 数学
２年副担任 石田　瑞季 保体
教育補助員 奥永　立子

学校図書館司書 千頭　絵未
３年学年主任 河野　裕司 理科

３年１組 塚田　祥平 国語
３年２組 川野　聡子 理科
３年３組 山本　和史 英語
３年４組 野﨑　圭介 国語
３年５組 神崎　正吉 技術
研究主任 南　小百合 英語

習熟度別指導教員 磯邉　　徹 数学
３年副担任 奥嶋　奏江 音楽
学習補助員 奥　千尋 数学

SSS 塚田ゆか理
ＡＬＴ Savanna Aiko Partenier 英語 豊陽中より

今津中より

城北中より

豊陽中より

玖珠町立くす星翔中より

大分市立原川中より

新採用

新採用

城北中より

中津中より
大幡小より

城北中より

保護者の皆さまへ 

学校は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、 ４月１４日(火)より臨

時休業となりました。今後も生徒・保

護者・教職員の健康・安全を第一に考

えて対応していきます。 

ご理解、ご協力 のほどよろしくお願い

します。 


