
＜教育目標＞ 進んで学び 心豊かな活力ある生徒

令和４年度の重点目標
「基礎基本の定着を図る」 確かな学力、挨拶、返事、適切な言葉遣い
「自 己 決 定 力 を 育 む」 自分で考え、決めて、実行し、その行動に責任をもつ

令和4年度 新学期を迎えて

令和４年４月２８日

当麻町立当麻中学校

令和４年度学校通信 NO.１

４月は、だれもが、新たな気持ちでスタート、または再スタートができるときです。特

に、昨年までの自分を一度リセットした気分で、新しい学年を迎えることができます。す

べての子どもたちにとって、よいスタートをきる機会にしてほしいと思います。

始業式で、子どもたちにお話しした内容をもとに、学年ごとに意識してほしいことを書

きます。これがすべてではありませんが、少しでも参考になれば幸いです。

３年生は、すべての行事や部活の大会などが最後の一回きりとなります。そのた

め、一人一人ができるだけ悔いのないよう、自分の力を出し切ってほしいと願いま

す。また、今年度末には、自分の将来にかかわる進路の

選択・決定という、人生の大きな節目を迎えます。将来

のことを今まで以上に考えながら、毎日の学習を大事

に、学校生活を送ってほしいと思います。

２年生は、１年生が入ってくるため先輩になります。

１年生にとって２年生は話しやすく、いろんなことを

聞かれます。１年生に教えることが自分にとっても

プラスになります。昨年一年間で、学校生活はひと

通り経験しています。その分、学習や部活などに、

意欲的に取り組みますが、伸び悩みも感じるでしょ

う。また、あと２年あるからと、中だるみしやすく

目標を見失いやすい時期とも言われます。小さな目

標を設定し、一歩ずつ達成をめざしましょう。

１年生は、希望と不安がまざった表情で入学式を迎え

たと思います。小学校と中学校との違いはあります。大変ですが、少しずつ心とか

らだをならしていってほしいと思います。しかし、1年生は、小学校６年間を経験

しています。ぜひ、小学校でのがんばりに自信をもって中学校生活を送ってほしい

と思います。入学式で、生徒会長の清野さんの話にもありましたが、頼れる先輩た

ちがいます。教職員もいます。安心して学校生活を送ってください。

保護者の皆様には、令和４年度、あらためてお世話になります。新学期は始まり

ましたが、コロナ禍がまだまだ続いており、油断できない状況にあります。引き続

き、感染対策にご協力をいただきますとともに、今後とも、本校の教育活動にご支

援をいただきますよう、重ねてお願い申しあげます。

始業式の学年発表の様子。新3年生
は宮嶋さん、新2年生は濱田さん。

当麻町立当麻中学校長

加 藤 信 彦



４月７日(木)に令和４年度の入学式が行われ、新入
生４６名が入学しました。今年も新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、会場の人数を制限した中、
村椿哲朗町長様はじめ、ご来賓の方々と保護者の皆様
が見守る中、無事に開催することができました。
新入生は、真新しい制服に身を包み、凛とした姿で

式に挑みました。一人一人の表情から、新たな中学校
生活への意欲が感じられました。
歓迎の言葉を贈った生徒会長の清野悠さんは、先輩

として優しい声掛けをしながら新入生を温かく迎え入
れました。また、新入生代表の石黒彩乃さんは、堂々
とした態度で中学校生活への決意や抱負をしっかりと
述べ、大変素晴らしい発表でした。
新入生は中学生としての自覚と今後の中学校生活に

対する意欲を高めることができました。

４６名の新しい当中生誕生！～当麻中入学式



４月９日(土)に，今年度第１回目の参観
日が行われました。この日は、新学期始ま
って間もないご案内の中、大勢のご参加を
いただきました。土曜日にもかかわらず、
ご来校いただきありがとうございました。
授業は全学年で特別活動の授業を行い、

新たな学級作りに向けて生徒達は互いの意
見を交流しながら課題の解決を図っていま
した。こういった級友とかかわり、話し合
い、答えを導き出す学習を今年度も大切に
していきます。
授業後はＰＴＡ総会、学年・学級懇談と続き、多くの方々の出席をいただきました。

ＰＴＡ総会では、５０名を超える保護者の方の
ご参加をいただく中、新しい本部役員が選出され
ました。今後、
感染状況を踏ま
えながらになり
ますが、今年度
のＰＴＡ活動が
進められていき
ます。ご協力を
お願いします。

第1回参観日、令和４年度ＰＴＡ総会開催第1回参観日、令和４年度ＰＴＡ総会開催

４月８日（金）、生徒会オリエンテーショ
ンが体育館で行われました。まず、生徒会
本部から、生徒会や各行事、常任委員会の
活動やＪＲＣ（青少年赤十字）についての
説明がありました。そして、次に行われた
部活動紹介では、２年ぶりに全校生徒が集
う中、各部が日ごろの練習の様子を実技で
披露したり、ユーモアあふれる発表にした
りと工夫をしながら１年生に伝えました。
２、３年生の様子から、先輩としての自覚
と意欲が感じられました。
今回の活動を通して、１年生は中学校の取組を知る機会になりました。また、２・３年

生はこれからの学校生活への意欲をさらに高める機会になりました。

充実した中学校生活に向けて充実した中学校生活に向けて～生徒会オリエンテーション～生徒会オリエンテーション



1 日

2 月 3年生振替休業日

１・２年生体育大会選手決め

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

ゴーセンソフトテニス大会（女子）

5 木 こどもの日

ゴーセンソフトテニス大会（男子）

6 金 青空教室 体育大会係会議

３年生体育大会選手決め

7 土 加盟団体春季卓球対抗戦

春季南部地区ソフトテニス大会

8 日

9 月 研修日

10 火 開町記念日

～記念式典（３年生参加）

尿検査（二次）

第１回ＰＴＡ運営委員会
11 水 職員会議

12 木 食育講座（２年生）

定例委員会 ＡＬＴ

13 金 係活動① 学年練習

14 土 第45回中学生あいべつ大会（～15日）

15 日

16 月 係活動② 学年練習

17 火 係活動③

18 水 体育大会総練習 係活動④

19 木 体育大会前日準備 ＡＬＴ
20 金 開校記念日

21 土 第75回体育大会

22 日

23 月 振替休業日

24 火 後片付け 教育相談①

25 水 教育相談②

26 木 内科健診（1年）

教育相談③ ＡＬＴ
27 金 内科健診（2年）教育相談④

28 土 でんすけカップ（卓球）

29 日

30 月 内科健診（3年）教育相談⑤

31 火

5月20日(金)は当麻中学校開校記念日
昭和22年5月20日、開校式及び入学

式を行う。本校6学級290名(伊香牛、
宇園別、北星、東分校設置7学級273
名)。初代校長塩野谷信次郎のもと、
職員13名、分校14名でスタート。

５月の行事予定

令和４年度は、以下の29名の職員で本校の教育
活動をスタートしました。
一年間どうぞよろしくお願いします。

＊○印が今春新たに着任した職員です。

No 職名 氏 名 所属等

１ 校長 加藤 信彦

２ 教頭 深川 尚紀

３ 教諭 工藤 幸恵 柏担任、１年所属、家庭、バスケ

４ 教諭 高山 達也 １年副担、保体、女子バスケ

５ 教諭 宮下 正道 ２年担任、理科、女子ソフトボール

６ 教諭 大坪 卓司 ３年柏担当、美術

７ 教諭 穴吹 竜也 ３年副担、国語、美術

８ 教諭 高橋 章友 ２年担任、社会、女子テニス

９ 教諭 岡田 直人 柏担任、２年所属、技術、女子テニス

10 教諭 竹原 陽平 ３年担任、英語、男子バスケ

11 教諭 佐藤 海 ３年担任、数学、卓球

12 教諭 冨岡 拓斗 １年担任、社会、野球

13 教諭 本間 修司 ２年柏担当、理科、卓球

14 教諭 辻本 紘子 １年担任、数学、吹奏楽

15 教諭 白井 千貴 １年柏担当、英語、野球

16 教諭 鈴木 亜美 ２年副担、女子ソフトボール

17 養護 与板 智子 ３年所属、吹奏楽

18 事務 藤井 宏幸

19 学習支援員 浜本 孝 １年所属

20 学習支援員 佐藤 淳一 ３年所属

21 特別支援員 中村 清栄 ３年所属

22 特別支援員 高野 環 ２年所属

23 学力外部講師 那須 隆哉 ２年所属

24 公 務 補 佐古 芳和

25 事 務 生 藤尾 久栄

26 図書館司書 居内佳代子

27 ＡＬＴ ﾄﾞﾊﾃｨ ・ ｱﾀﾞﾑ ・ ｼﾞｮﾝ

28 SSW 丸田 利則

29 SC 井上 重美

（略語の解説） A L T：外国語指導助手
SSW：ソーシャルスクールワーカー
S C：スクールカウンセラー

令和４年度当麻中職員紹介

当麻町はこれから小中一貫教育を推進します

「義務教育終了時の姿」 ふるさとに誇りをもち、仲間とともに未来を切り拓く子ども


