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鹿児島市立東谷山中学校

校長 大戸剛志 「あいさつ」というちょっとした行為が，人を大事

令和２年度，270人の新入生を迎え，828人の生 にする気持ちを伝えたり，敬意を示したり，優しい

徒と62人の職員で新学期をスタートしました。し 気持ちをあらわしたりするのです。ぜひこの一年間，

かし，今年度は，新型コロナウイルス感染症対策 心のビタミンである「あいさつ」を家庭，地域，学

により４月下旬から臨時休業となってしまいまし 校の皆さんに届けてみてはどうでしょうか。

た。５月上旬に学校を再開したものの感染症収束

にはほど遠い現状にあります。そのような中では

ありますが，１年生も緊張した生活から少し慣れ

てきた様子がうかがえます。生徒が置かれた場所

である中学校で，それぞれの思いのこもった花が

咲くように今年度も職員一同頑張っていきますの

で，よろしくお願いいたします。

さて，私たちの身体を作る材料や，身体を動か

し脳を働かせるエネルギーは，毎日の食事から生

まれます。炭水化物（糖質），脂質，タンパク質，

この３つは三大栄養素とよばれます。しかし，こ

れらの栄養素だけでは健康な身体を維持すること

はできません。必ず，ビタミンやミネラルという

ものが必要になります。ビタミンC，ビタミンB2，

鉄分といったものを聞いたことがあると思います。

ほんのちょっとの物質（微量栄養素）が，身体の

健康に大切な役割を持っているのです。 今年の入学式は新型コ

私たちの生活にも，これらのビタミンに似たも ロナウイルス感染拡大防

のがあります。それが「あいさつ」です。たいし 止のため，新入生とその

たことないようですが，私たちの人間関係をよく 保護者，職員のみの参列

する大切な働きを持っています。「あ～大変だなあ， で行われました。体育館

また一日が始まる。」というような朝も，友達から の入口には，消毒コーナ

元気に「おはよう！」とあいさつされたら，気も ーが設置され，できる限

取り直せます。まさしく心のビタミンです。逆に りのソーシャルディスタ

「おはよう」と言ったのに，「おはよう」が返って ンスを保ちました。例年

こなかったら・・・（あれ，なんで無視するの？） より簡略化された式にな

て不審に思いますよね。校門で登校する人たちに りましたが，在校生代表

あいさつしていると，時々そんな場面に出会いま として生徒会の松尾経さ

す。実は地域の人からも，同じようなことを聞い んと福山由里子さんが，

ています。恥ずかしいのか，めんどうくさいのか， 先輩らしく英語を交えな

気分が悪いのか？ 校門や街角で「おはよう」と声 がら，中学校の様子を紹介し，１年生はじっとその

をかけている人たちは，ただ「仕事」としてあい スピーチに聞き入りました。その後，新入生の宮原

さつしているのではないことに気づいてください。 咲希さんが，新入生の誓いの言葉を述べました。
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新たなスタート～あいさつは心のビタミン～



職名 氏名 教科 学級担任 職名 氏名 教科 学級担任

校長 大戸剛志 　 教諭 伊堂寺朝美 英語 ３年主任

教頭 中村真人 教諭 有馬直子 国語 ３－１担任

教頭◎ 福島　三鈴 　 教諭◎ 齊藤歩 数学 ３－２担任

教諭 髙橋洋二 国語 1年主任 教諭 大重小竹代 理科 ３－３担任

教諭◎ 吉松里美 英語 １－１担任 教諭 加治木亮一 数学 ３－４担任

教諭◎ 倉津怜也 保体 １－２担任 教諭 永井ひろみ 音楽 ３－５担任

教諭 宮地師之 数学 １－３担任 教諭 屋井裕仁 保体 ３－６担任

教諭 土器手康晴 数学 １－４担任 教諭 楠生央 理科 ３－７担任

教諭◎ 中崎真之介 保体 １－５担任 教諭 筆坂一 美術 ３副・育副

教諭 二宮浩一 社会 １－６担任 教諭 川野博志 社会 ３　副

教諭◎ 星原早 理科 １－７担任 教諭 新塘康夫 技術 ３　副

教諭 大重浩志 理科 １　副 教諭 山下恵 英語 ３　副

教諭◎ 宮奥麻衣子 英語 １副・育副 教諭 松元栄子 数学 ３　副

教諭 保直美 英語 １副・育副 教諭 村岡潤一 保体

教諭 濱田美奈子 国語 １　副 教諭 今村憲一 音楽

教諭 中迫和子 国語 ２年主任 事務職員 川原信久

教諭 尾上寿子 保体 ２－１担任 事務職員 早﨑　光

教諭◎ 山口卓洋 数学 ２－２担任 養護教諭 西牟田千代子

教諭 和田迫紀子 英語 ２－３担任 養護教諭 古橋香織

教諭 齊脇浩司郎 美術 ２－４担任 栄養教諭 太細昌子

教諭 岩元誠 社会 ２－５担任 市ＳＣ◎ 本田洋一

教諭 板敷まい 国語 ２－６担任 県ＳＣ◎ 瀬戸口悦子

教諭 露重宗博 数学 ２－７担任 主事 中野喜久代

教諭◎ 松木忍 数学 ２　副 技師 前迫紀美代

教諭◎ 中屋あおい 社会 ２　副 〃 大久保和恵

教諭 山田いく代 家庭 ２　副 〃　　◎ 上木百合 　

教諭 児玉友紀子 理科 ２副・育副 〃 大久保花子 　 　

教諭◎ 比良有沙 英語 ２　副 〃 坂口逸代

教諭 酒匂実喜 特別支援 育成１組担 支援員◎ 帖地ゆきみ

教諭 川筋幸政 特別支援 育成２組担 司書 松下香苗 　

教諭 秋窪祐樹 特別支援 育成３組担 事務補 野田正子

教諭 黒石遼也 特別支援 育成４組担 購買部 上長野尚子

○本年度の職員です（◎は本年度の新規・復職・転入職員）。

気軽に声をかけてください。１年間よろしくお願いします。

本校と市・県との比較（通過率の差） 令和２年１月実施

＝保護者へのお知らせ＝

４月から５月は，新型コロナウイルス感染予防の

ために休校や行事の変更等が続きました。今後も諸

連絡は，プリント配布のほか「安心・安全メール」

や学校ホームページ等でもお知らせいたしますの

で，その都度，ご確認をよろしくお願いいたします。

４日（木） 内科検診（1年）
13日（土） 土曜授業，1，2年教育相談
15日（月） テスト前部活停止（～ 23）

ノーメディアチャレンジ
17日（水） リフレッシュデー
18日（木） 耳鼻科検診
19日（金） 小中連携研修（紙面による）
22日（月） 期末テスト（～ 24）
25日（木） 薬物乱用防止教室（1，2年）

※ 新型コロナウィルス感染拡大防止のため
に，ＰＴＡ関係の行事のほとんどは延期
になっています。

学校の様子

４月13日，生徒

会の企画で新入生

オリエンテーショ

ンが開かれまし

た。生徒会役員が

東谷山中学校の一

日の流れや，学校

生活のルール，小

学校との違いなどを，映像やロールプレイングを

使いながら説明してくれました。各部活の代表が，

工夫を凝らしながら部活動についても楽しく紹介

してくれました。

４月９日に地震を

想定した避難訓練，

20 日には交通教室を
行い，安全・防災教

育を充実させまし

た。

避難訓練では全校

生徒が非常時の避難

経路について確認し，熊本地震を経験した土器手

教諭から地震の怖さや，どんなことが起こるかを

想像することの大切さについて話がありました。

（中学１年生）
国語 社会 数学 理科 英語

市との差 -1.0 -4.5 -0.6 -4.3 -4.7
県との差 -0.4 -2.8 0.5 -2.8 -3.6

（中学２年生）
国語 社会 数学 理科 英語

市との差 2.4 0.5 1.1 0.9 4.3
県との差 3.3 1.3 2.5 2.1 6.5

１年生（現２年生）では，全体的に市の平均を下回りました。

国語と数学については，本校の通過率は市の通過率同様７割を

超えていましたが，市の平均通過率には若干届きませんでした。

社会，理科，国語については，市の平均通過率より低い結果で

した。今回の調査結果をさらに分析し，今後につなげたいと考

えています。

２年生（現３年生）では，全体的に市の平均通過率を上回っ

ていました。特に国語と英語は市の平均通過率を大きく上回っ

ていました。

今回の結果から，１年生の学習の定着に若干課題が見つかり

ました。そこで，今年度も数学と英語で個に応じた指導ができ

るように少人数指導を計画しています。また，今年度は２年生

の数学にも少人数指導を取り入れ，個に応じた指導ができるよ

う取り組んでいきます。本校では，研究授業を通して，「わかり

やすい授業」「学力を向上させる授業」などの授業改善を行い，

引き続き，学力向上に努めていきたいと考えています。


