
 

学校だより 令和３年度 ４月号

鹿児島市立東谷山中学校

校訓

英 知
情 操
健 康

６日（木） リフレッシュデー（部活なし）
７日（金） 地域生徒会・尿検査２次
８日（土） 土曜授業
10日（月） ハートリボンデー・教育実習開始
12日（水） ３年実力テスト
13日（木） ３年内科検診
14日（金） 眼科検診

18日(火)～20日(木) ３年職場体験学習
20日（木） ２年内科検診・１年１日体験活動
21日（金） ３年高校説明会
22日（土） 英語検定（申込者のみ）
25日（火） 市総体推戴式
26日（水） １年心臓検診
27日（木） ３年全国学力・学習状況調査

１年内科検診
28日（金） 生徒総会

校長 市園 誠
令和３年度，257人の新入生を迎え，全校生徒805人（26学級）で新学期をスタートしました。昨年

度は，新型コロナウイルスの蔓延により，全国の学校で，多くの子供たちが例年通りの教育活動がで

きず，悔しく，辛い思いをしました。しかし，最近のニュースでは，関西・関東において新型コロナ

ウイルスが再び，広がりを見せ，一部の地域では緊急事態宣言も視野に入れつつある（４月20日現在）

との報道がなされています。まだまだ，気が休まらない日々が続くのでしょうが，学校ではこれまで

通りの感染予防（換気やマスクの着用，手指消毒・手洗い等）を行いながら，生徒たちの安全を守り

つつ，教育活動を行って参りたいと思います。

話は変わりますが，最近の生徒たちの様子から感じたことを述べたいと思いま

す。生徒たちの登校の様子を伺っていると，生徒会役員のあいさつ運動の中，登

校してきた生徒たちの元気のよいあいさつが飛び交い，「活気がある学校だなぁ。」

ととても感心しながら，生徒たちとあいさつを交わしています。また，先日は部

活動を見学させてもらいましたが，部活動生のあいさつは，さらに元気がよく，

気持ちよく廻らせてもらいました。

本校では２週間ごとに「一事徹底」事項を提示し，生徒，職員で取り組んでおり，４月19日～30日

までは「爽やかなあいさつ！～門礼→正門では立ち止まって礼をする。一日お世話になる学び舎に真

心を込めて礼をしよう。～」が「一事徹底」事項でした。ほとんどの生徒が，正門で一旦立ち止まり，

登下校時に一礼をします。私自身も中学生の時，「門礼」を行っていましたが，それ以来の光景であり，

とても新鮮で，本校生徒会の取組に感心することでした。また，学校の近隣の方からも，「東谷山中の

生徒は，門であいさつをしていて，見ていて気持ちがいいですね。」とのお褒めの言葉をいただきまし

た。一日を過ごす学び舎に一礼し，無事に一日が終わったことへの感謝の気持ちを込めて一礼する「門

礼」，今後も続けていき，東谷山中のよき伝統となることを期待しています。

今年度も，保護者の方々にいろいろとお願いすることがあるかと思いますが，その際は，何卒，御

理解と御協力をよろしくお願いいたします。

大型連休中を含む前後の期間は人の移動や交

流が活発になる可能性があることから感染リス

クが高まることが心配されます。５月は右のよ

うに職場体験活動や一日体験活動等、校外学習

の機会も多いことなどから、ご家庭においても，

下記のように感染症対策に万全を期していただ

きますよう，お願いいたします。

１ 毎朝の検温，健康観察の徹底

体調不良時には医療機関の受診をする。

２ ３密の回避、マスク着用・手洗いの徹底

３ 部活動時の感染症対策・熱中症対策

４ 緊急事態宣言が出された地域への不要不急

の往来の自粛 など



氏名 教科 氏名 教科

校長　　　◎ 市園　　誠 ３年主任 中迫　和子 国語

教頭 福島　三鈴 ３－１担任 尾上　寿子 保体

教頭　　　◎ 佐藤　　勲 　 ３－２担任 露重　宗博 数学

1年主任 松木  　忍 数学 ３－３担任 加治木亮一 数学

１－１担任 有馬　直子 国語 ３－４担任 齊脇浩司郎 美術

１－２担任 楠生　　央 理科 ３－５担任 永井ひろみ 音楽

１－３担任 岩元 　 誠 社会 ３－６担任◎ 森永　　真 社会

１－４担任 大重小竹代 理科 ３－７担任 和田迫紀子 英語

１－５担任 山口　卓洋 数学 ３  副　　◎ 竹ノ内恵美 社会

１－６担任 齊藤  　歩 数学 ３副・育副 児玉友紀子 理科

１－７担任 吉松　里美 英語 ３　副 保　　直美 英語

１  副 宮奥麻衣子 英語 ３　副 新塘　康夫 技術

１  副    ◎ 岩崎　未有 国語 ３　副    ◎ 児島　　誠 保体

１  副 屋井　裕仁 保体 生徒指導 髙橋　洋二 国語

１副・育副◎ 西野ふさ子 英語 中体連理事 村岡　潤一 保体

１副・育副 今村　憲一 音楽 事務職員 川原　信久

２年主任 宮地　師之 数学 事務職員  ◎ 田之頭　愛

２－１担任 筆坂　　一 美術 養護教諭 西牟田千代子

２－２担任◎ 堀口　龍太 国語 養護教諭 古橋　香織

２－３担任 星原　　早 理科 栄養教諭 太細　昌子

２－４担任 倉津　怜也 保体 学校主事 中野喜久代

２－５担任◎ 宮田　勝弘 英語 学校主事  ◎ 外園　隆己

２－６担任 土器手康晴 数学 給食技師  ◎ 落合　久美

２－７担任◎ 坂下こころ 国語 給食技師  ◎ 中仮屋寿美

２　副    ◎ 山田　博之 社会 給食技師 前迫紀美代

２副・育副◎ 大平みのり 数学 支援員    ◎ 重岡　清美

２副・育副◎ 古川　恵子 家庭 学校司書 松下　香苗 　

２　副 伊堂寺朝美 英語 事務補 野田　正子

２　副 大重　浩志 理科 購買部 上長野尚子

育成１組担◎ 東　　健一 特別支援 ＳＣ 本田　洋一

育成２組担 酒匂　実喜 特別支援 ＳＣ      ◎ 大坪恵美子

育成３組担 川筋　幸政 特別支援 初任研指導◎ 中山　義邦

育成４組担 川野　博志 特別支援 ALT Catherine・S

育成５組担 秋窪　祐樹 特別支援 ALT David・K

４月13日，生徒会の企画で新入

4月10日，新入生オリエンテーションが行われま

した。生徒会役員がそれぞれの専門部の役割を説

明したり，中学校生活について説明しました。

部活動の紹介も行われ，1年生は目を輝かせながら

先輩たちの発表に耳を傾けていました。

４月９日に地震を

想定した避難訓練，

19日には交通安全教

室を行い，安全・防

災教育を充実させま

した。

交通安全教室で

は，鹿児島南警察署

の方から，自転車に乗る時の点検の仕方，自転車

保険への加入についてやヘルメットの着用につい

て説明があり，交差点における安全な走行につい

ての，実技指導がありました。

４月６日，今年度は１年生が２５７名入学し，２年生

２７４名，３年生２７４名，全校生徒８０５名で令和３年

度の東谷山中学校がスタートしました

新型コロナウイルスは未だ収束をみせず，新任式と始業

式は放送で行うことになりました。入学式も参列する人数

を制限し，時間を短縮して行わざるを得ませんでしたが，

この日のために育ててきたたくさんの花で会場を飾り,でき
る限りの対策をしながら、無事に節目となる式を行うこと

ができました。

○本年度の職員です（◎は本年度の新規・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。

本校では学校から保護者への連絡や保護者から学校への休日中の連絡等に「安心安全メール」を活用して

います。特に休日中の学校への緊急連絡は安心安全メールの欠席届機能を使ってお願いしていますので、支

障がない限り安心安全メールへの登録をお願いします。また新しい学級への登録内容の更新もお願いします


