
佐伯市立

昭和中学校

○15日(水)２年生県学力テスト
○17日(金) 歓迎遠足

○21日(水)３年生全国学力テスト
○24日(金) 授業参観、PTA 総会、学級懇談会

▲▲

本校3年目に
なりました都留
です。本紙も
「校長のつぶや
きⅢ」としまし
た。月２回程度
発行しますが、
地域での生徒の
様子など情報も
お待ちしていま
す。

▲▲

できるだ
け生徒の具体的
姿を掲載します
が、生徒の氏名
や写真を掲載し
てほしくない方
がいましたら、
担任を通じてお
知らせください。
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校長 都留 俊之

▲▲

９日(木)、弥生振興局長の
丸山初彦様をはじめ、多数ご
来賓を迎え、平成27年度(67
回)入学式を挙行しました。▲▲

新入生は63名(3ｸﾗｽ)で、全
校生徒197名で本年度ｽﾀｰﾄで
す。新入生は緊張した面持ち
でしたが、学級担任が一人一
人名前を紹介すると元気な返
事とはつらつとし動きで応え
てくれました。

▲▲
校長から新

入生へ、小学校と大きく違う
中学校の勉強の心構えの話を
しました。中学校の勉強は、
自分が得意なこと、やりたい
こと、自分自身を見つけるた
めにあること。自分で勉強す
る習慣と態度が大事なこと。
家庭学習の習慣を身に付けて
勉強時間を確保することをお
願いしました。

▲▲

保護者の皆
様へは、中学生期の子どもの
不安定な言動には学校と家庭
が同一歩調で当たることが大

切なこと、何か変だな、気にな
るなと感じたら気軽に相談して
ほしいことをお話ししました。▲▲

教職員一同、お子さんをお
預かりした責任を果たすべく、
「チーム昭和」を合い言葉に
全力で指導に当たる決意です。

１年１組

１年２組

１年３組

▲▲

この春、５名の職員を迎え、昭和中学校のフルメンバーがそ
ろいました。全教職員が力を合わせて教育活動を展開していき
ますので、皆様のご支援・ご協力もよろしくお願いします。

※５名の新しいメンバーの氏名には網掛けしています。

職名 氏 名 担当教科 主な校務分掌 部活

1 校長 都留 俊之 － － －

2 教頭 後藤 正彦 － － －

3 指導教諭 赤峰 武壽 数学 研究主任、2学年副主任 男ﾃﾆｽ

4 教諭 岩田 昌幸 理科・技術 2学年主任、進路指導主事 男ﾃﾆｽ

5 教諭 川野 恵子 音楽 ｺｽﾓｽ学級担任 陸上

6 教諭 峯 健司 理科・技術 3学年主任 ﾊﾞﾚｰ

7 教諭 野口 泰夫 数学・技術 教務主任、3学年副主任 野球

8 教諭 成迫 真司 社会 1学年主任、生徒指導主事 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

主任学校9 岡田由美子 － － －栄養職員

10 教諭 木許 省二 保健体育 3年1組担任 ｻｯｶｰ

11 養護教諭 三浦由布子 － 保健主事、2年副担任 －

12 教諭 矢野 秀喜 社会 2年1組担任 柔道

13 教諭 利光 直之 国語 2年2組担任 陸上

14 教諭 塩月美由紀 国語・家庭 3年2組担任 柔道

15 教諭 藤村 雅子 美術 菜の花学級担任 ｻｯｶｰ

16 教諭 吉良 美雪 英語 3年副担任、人権教育 女ﾃﾆｽ

17 教諭 寺本 綾子 英語 1年2組担任、1学年副主任 卓球

18 臨時講師 増永 健二 数学 1年1組担任 卓・バ

19 臨時講師 清家 与 英語 2年副担任 女ﾃﾆｽ

20 臨時講師 塩月 陽 理科・保体 1年3組担任 野球

21 非常勤事務職員 伊達 瞳 － 各種表簿、財務関係 －

22 非常勤学校主事 日高由紀子 － 給食費、施設貸出 －

23 特支援員 増井 房江 － 1学年付、特別支援教育補助 －

24 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 大村 理英 － － －

▲▲

10日(金)、「生徒会対面式」
と「部活動紹介」があり、1年
生は先輩たちと初めて出会い、
生徒会の仲間入りをしました。１年生の部活正式
入部は20日(月)からです。

会 長 後藤俊輔

副会長 岩井駿輔、姫嶋萌木
御鱗治真、藤井梨央奈

書 記 石田涼斗

議 長 高浪兼生、原百花

学習部 (正)榎本梨乃
(副)植木大智

生活交通部 (正)荻 瑠奈
(副)矢部麟之介

文化図書部 (正)御手洗祐介
(副)吉田 晴香

環境美化部 (正)山岡栄樹
(副)今山綾香

保体給食部 (正)神毛直人
(副)藤井由梨奈

放送部 (正)久保 茜
(副)伊東大智

心得を説く成迫学年主任

▲▲

１年生は昭和
中生としてのル
ールと心構えを
学びました。早
く「かたち」を身
に付けてください。

▲▲

10日(金)夜、約8割の
保護者の出席の下、新学
級役員等がスムーズに決
まりました。１年間よろ
しくお願いします。


