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佐 中 だ よ り
２０１９．４．８（月） Ｎｏ．１ 文責：橋田

２０１9年度がスタートしました！

今年の冬は雪の影響もなく、比較的暖かな日に恵まれま

した。まわりは満開の桜、そして黒潮の海と鮮やかな新緑

に囲まれて、２０１９年度がスタート致しました。

学校教育目標は、本年度も『人間を大事に～自他ともに

大切にすることができる～』です。自分を大事にするとと

もに、まわりの仲間も大事にし、みなさんが楽しいと思え

る学校にしていくことが大切です。そのためには、優しさ

と思いやりの気持ちを大事にし、共に高め合える集団とし

て育っていってほしいと思います。きまりを守り、落ち着

いた生活を送り、授業を大切にしながら、仲間と共に成長

していきましょう！

今年度は、拳ノ川小学校から１名、伊与喜小学校から４

名、佐賀小学校から１１名、計１６名の新しい仲間を迎え、

入学式を行いました。新入生一人ひとりが新たな気持ちで、

目標や希望をそれぞれの胸に描きながら、第一歩を踏み出

すことができたのではないかと思います。今の皆さんの気

持ちは、期待と不安でいっぱいかもしれません。戸惑うこ

とも多いと思いますが、一人ひとりが持っている自分の良

さを積極的に発揮し、いろいろなことにどんどんチャレン

ジしてもらいたいと思います。

また、これからの一年間、『子どもたちが主人公』とい

うことを念頭に置き、教職員一同初心を忘れず、”チーム

佐賀中”で一丸となって精一杯努力したいと思います。本

校の教育活動に際しまして、より一層のご理解とご協力を

よろしくお願い致します。

教育は、学校だけでなし得るものではありません。家庭

での子どもたちへの深い愛情と地域の教育へのご理解と協

力がなければ効果は上がるものではありません。家庭も学

校も地域も子どもたちへの思いは一つだと思います。学校

へのご意見ご要望なども遠慮なく率直にお寄せ下さい。

No 名 前 職名 担 当

1 宮﨑宏治 校⾧ 学校経営

2 橋田年弘 教頭 ＰＴＡ担当・技術・美術・美術副／陸上副／水泳副

3 青野愁斗 教諭 １年担任・理科・生徒会・道徳・キャリア教育・サッカー部

4 杉本理砂 教諭 １年副（学年主任）・国語・研究主任・吹奏楽副

5 森山亜由美 養護教諭 １年副・保健主事

6 中野耕造 教諭 ２年担任・保健体育･生徒指導主事･体育主任・陸上/水泳/野球副

7 土居舞子 教諭 ２年副・数学・家庭科・生徒会･人権教育主任・卓球部（女子）

8 横山拓哉 講師 ２年副・数学・防災副・野球部

9 橘 学 教諭 ３Ａ担任・社会・教務主任・卓球部（男子）

10 山下 旭 教諭 ３Ｂ担任・音楽・防災主任・特支コーディネーター・吹奏楽部

11 文野美和 教諭 ３年副・英語・進路指導担当・美術部

12 岡本恵子 栄養教諭 食育担当・給食センター

13 岸本由貴子 主幹 学校事務全般

14 坂口郁代 校務 校務全般

15 青山 隼 学習支援員 学習支援

16 森島健太 ＳＣ スクールカウンセラー （週に１回程度来校）

17 ダニエル・ウッド ＡＬＴ 英語等の支援

18 上岡栄二 教諭 高知大学大学院へ研修派遣（２年間）

わたしたちが担当します

◇宮﨑宏治（校長）←四万十町立北ノ川中学校より

◇山下 旭（教諭）←四万十市立中村中学校より

◇青野愁斗（教諭）←大月町立大月中学校より

◇横山拓哉（講師）←本年度からお世話になります

◇森島健太（ＳＣ）←本年度もお世話になります

◇青山 隼（支援員）←本年度もお世話になります

【敬称略】

よ ろ し く お ね が い し ま す
～教職員の人事異動がありました～

『ひとりはみんなのために『ひとりはみんなのために

みんなはひとりのために』みんなはひとりのために』
学校生活を楽しいものにし、「人間を大事に」していくため

には、まず、『自分自身を大切にする』ことが一番重要になり

ます。自分のことを考えて行動をとり、まわりの仲間のことを

考えることで、調和のとれた学校生活が送れると思います。

「今、何をしなければならないのか？」「今、どうすればいい

のか？」を考えることで、仲間とつながることができます。思

いやりとやさしさを大切にしましょう。

さらに、学校・学級の”なかま”一人ひ

とりを大切にし、協力し助け合う集団にす
、、、、、、、、、

ることが大事です。つながりを大事にする

ことで、温かい心で接し合い、心に温もり

を感じてほしいと思います。日々の生活で

熱い「おもい」を伝え合える仲間になりま

しょう！

一人ひとりが居心地のよい場所になるような学校づくりを目

ざし、みなさんで力を合わせていきましょう！これから先、い

ろいろな困難にあっても絶対に負けることなく、自分の目標に

向かってしっかりと進んでいって下さい。

私たち佐賀中学校教職員も、皆さんを支えていけるよう精一

杯頑張っていきたいと思います。



2019年度 ４月行事予定

８（月） 着任式・始業式 入学式（13:30～）

９（火） 部活動紹介 身体測定・聴力・視力検査

１０（水） スタートテスト（１年） 専門委員会

１１（木） 遠足（雨天の場合はレク）※お弁当持参

１２（金） 標準学力調査（２年） 内科検診（全学年）

１３（土） ＰＴＡ総会・参観日 ※お弁当の日

１４（日） サッカー県春季大会

１５（月） 朝礼 １年人権意識調査 標準学力調査（２年）

１６（火） 修学旅行（～１９日まで）

１７（水） 標準学力調査（１年） 耳鼻科検診（１年）

１８（木） H31全国学力・学習状況調査（国・数・英）

１年ワクワク合宿（～１９日）

１９（金） 標準学力調査（３年）

２１（日） サッカー県春季大会

２２（月） 代休（１３日分）

２３（火） 町Ｐ理事・役員会（総会に向けて）

２４（水） 町教研総会（ＰＭ：入野小、生徒は放課） ＡＬＴ

２５（木） あいさつ ３年職場体験（～２６日）

２６（金） 読み聞かせ 海外派遣事業募集開始

町人教定期総会

２８（日） サッカー県春季大会

２９（月） 昭和の日 サッカー県春季大会

３０（火） 退位の日（国民の休日） サッカーリーグ戦

中学学年別春季卓球大会

５月

３日（金）・４日（土） 中学春季卓球選手権大会

７日（火） ３年生第１回実力テスト

★お弁当日のお知らせ★お弁当日のお知らせ
★新入生歓迎遠足 １１日（木）

★参観日・ＰＴＡ総会・学年懇談会・歓迎会 １３日（土）

この一週間で、上記の２日間がお弁当日となっています。

ご家庭でお弁当・水筒の準備をお願いいたします。

★参観日・ＰＴＡ総会のお知らせ★参観日・ＰＴＡ総会のお知らせ

１．期 日 ４月１３日（土） ※生徒は弁当日です。

２．会 場 佐賀中学校 各教室、多目的ホール

３．日程・内容

13:10～14:00 各学年 公開授業［各教室］

１年…理科 ２年…数学 ３年…英語

14:30～15:15 ＰＴＡ総会［多目的ホール］

15:25～16:15 学年懇談会

＊学級担任から今年度の取り組みや各行事について

の説明、学級代議員の選出などです。

４．歓迎会

ＰＴＡ主催の新入生保護者と転入教職員の歓迎会を行

います。２．３年生保護者の参加もお願いいたします。

○時 間 １８：００～

○会 場 鬼守家

○会 費 ４５００円

○申し込み［４／１１（木） 〆切り］

※別紙案内の申込用紙を中学校へ提出してください。

１３日（土）の参観日は、ぜひたくさんの保護者のみな

さんに学校へお越しいただきたいと思います。みなさんと

お会いできることを楽しみにしています。歓迎会もお誘い

合わせのうえ、ご参加ください。

★★ようこそ、佐賀中学校へ！！

小学校時代にも修学旅行や合同学習などで顔見知りにな

っていると思いますが、今日からは同じ教室の中で学び合

う仲間です。教科ごとに先生がかわる授業、初めての部活

動、自分たちで学校生活をよりよくしていくための生徒会

活動、佐中祭、運動会などの学校行事を通して、お互いが

協力し合い・高め合うことで、共に認め合える仲間となっ

ていってください。

同級生や先輩たちとの新しい生活が始まります。期待も

ある反面、不安も大きいとは思いますが大丈夫です。少し

ずつ先輩や先生方、学級や学校の雰囲気にも慣れていって

ほしいと思います。

今の新鮮な気持ちを忘れず、「佐中生」

として、学校の教育目標『人間を大事に』

できるように成長していきましょう。

これからの歩みを共に進め、熱い「おも

い」をもった、温もりのある人間になっていきましょう。

学校の主役はみなさんです。私たち教職員は脇役としてみ

なさんを支えることができれば幸いだと思っています。

この３年間がみなさんにとって、かけがえのない思い出

となるように、仲間とともに取り組んでいきましょう。

年度はじめに、たくさんの配布物があります！

■全学年共通

・入部届 １年………５／７（火）まで

２．３年…４／１２（金）まで

・家庭訪問のお知らせ ４／１２（金）まで

・個人情報／肖像権についての承諾書

４／１２（金）まで

・安心・安全メールのお知らせ

・参観日・ＰＴＡ総会・歓迎会のお知らせ

■１年生のみ

・「引き渡しカード」と記入のお願い文書（３年間使用）

・家庭環境調査票（新規）と記入のお願い（３年間使用）

・連絡網への電話番号記載確認

すべて ４／１２（金）まで

他にも、保健関係書類や学級からの配布物があります。

★ジャージ登校の曜日が変更になります。★ジャージ登校の曜日が変更になります。

本年度より、清掃活動等の関係によりジャージ登校の曜日を変更

いたします。よろしくお願いします。

昨年度まで 水曜日・金曜日（週２日を設定）

↓

■２０１９年度～ 火曜日・金曜日（週２日を設定）

★スクールバス（定期便・臨時便）の発着場は、全ての便★スクールバス（定期便・臨時便）の発着場は、全ての便

が相撲場のところになります。が相撲場のところになります。


