
 

🌸春爛漫、進級・入学おめでとう！                 令和 ３年度 教職員体制  
校舎までの階段は桜のピンクの絨毯に敷き詰められ、花壇には 

色とりどりの花々が美しく咲き誇り、この学びの丘にも一気に春 

がやって来ました。本日、大月中は、３０名の新入生を仲間に迎 

え、２年生２６名、３年生３４名、全校生徒９０名で、令和３年 

度の学校生活が、スタートしました。 

保護者の皆様には、改めましてお子様のご入学ご進学おめでと 

うございます。心からお慶び申し上げます。 

着任式・始業式に整然と臨んだ２年生からは、先輩となった自 

覚、３年生からは、最高学年となった責任感が伝わってきました。 

きりりとした表情には、この春休み中に、一回り成長した頼もし 

い子どもたちの姿がありました。 

入学式は制限されたものとなりましたが、ご来賓・保護者の皆 

様、先生方や生徒会執行部（歓迎の言葉石黒莉庵くん）に温かく 

見守られながら、１年生３０名は、希望に胸膨らませ大月中学校 

での第一歩を踏み出しました。最初は、少し緊張した様子も見ら 

れましたが、その表情はとても初々しく、期待に満ち溢れていま 

した。新入生代表の橋本明直くんの「誓いの言葉」も、中学校入 

学に当たっての喜びと強い決意が伝わってくる立派なものでした。 

新入生の皆さんは、今の気持ちを忘れることなく毎日の生活を 

楽しく充実させる事ができるよう、何事も目標を持って、授業や 

部活動に積極的に取り組んでくれるよう願っています。 

 私たち３２名の教職員も、子どもた 

ちの願いや希望、そして保護者や地域 

の皆様の期待をしっかりと受け止め、 

「チーム大月」のもと、一丸となり 

日々の教育活動に力を尽くしてまいります。新年度を迎えても、未だコロナ収 

束の先行きが見えない状況が続いておりますが、新しい生活様式のもとできる 

限りの感染防止策に努め、何事も子どもたちの安心・安全な学校生活を守るこ 

とを第一義に考え取り組んでまいります。 

どうぞ、保護者、地域の皆様、大月の子どもたちの健やかな成長のため、 

今後とも、よきパートナーとして本校へのご支援・ご協力をお願い申し上げ、 

年度初めのご挨拶とさせていただきます。 
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＊うえの１１名の教職員が、着任となりました。皆、やる気満々です。尚、ＡＬＴ（外国語指導助手） 

については、コロナの影響により配置が決まっておりません。ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 

  

 

No 役職 氏名 学級 教科・校務 部活動 

1 校長 門田 典弘  管理・渉外  

2 教頭 松本 一彦  社・渉外・ＰＴＡ 野球-部 

3 教諭 篠田 圭子 １年担 理-全 バレー-副 

4 教諭 福嶋亜希子 コスモス担 音-全、家-全 吹奏楽-主 

５ 教諭 圓岡  悠 １年副 数-1・3 年 陸上(長)-主 

６ 教諭  谷岡 大洋 ２年担 英-全 卓球-主 

７ 教諭 岡﨑 晶子 ヒマワリ担 数-2 年 吹奏楽-副 

８ 教諭 前田 福水 2 年副 国-全 吹奏楽-副 

９ 教諭 山﨑  誠 ３年担 英-全 野球-主 

10 教諭 黒石 研見 ３年副 保体-全 陸上(短)-主 

11 教諭 岡﨑  恵 ３年副 社-全 卓球-主 

12 養諭 北川 志帆 ２年副 保健衛生 バレー-主 

13 栄諭 鎌田 梓美 １年副 食育指導  

14 総括主任 田中えりか 事務全般 

15 用務 芝岡さゆり 用務全般 

16 調理 安岡 千冬 給食調理 

17 調理 吉田 由美 給食調理 

18 調理 中村 里文 給食調理 

19 臨調 二神真智子 給食調理 

20 臨調 岡田まり子 給食調理 

21 臨調 岩瀬まり子 給食調理 

22 支援員 鵜島 真理 学習支援 

23 支援員 川村 幸世 学習支援 

24 支援員 小牧佐和子 学習支援 

25 支援員 市原 知佳 学習支援・ＩＣＴ支援 

26 支援員 長谷川郁美 図書支援 

27 支援員 小川 由佳 学習支援 

28 適応教室 池  五代 生徒支援 

29 S.C 佐々木凜平 スクールカウンセラー 

30 ＳＳＷ 高木 智子 スクールソーシャルワーカー 

31 時間講師 河原 貴子 美-全 

32 研修指導員 上岡  怜 数学 

 



○令和３年度 学校経営方針こんな学校をめざします！ 

学校は、子どもたちの可能性を開き、自立した人間として他者と共

によりよく生きる力を形成するために必要な「学び」を身に付ける

場です。その「学び」の指針となるのが、教育目標となります。 

 

☆ 新年度の教育目標 「心豊かな活力ある生徒の育成」 

☆ めざす生徒像   ・『自立』…自分で考え判断できる生徒 ・『共生』…仲間と共に伸びていく生徒 

☆ めざす学校像   「明日が待たれる学校づくり」～みなの笑顔のために～ 

           『この学校に来て良かった』、『この学校にやって良かった』 

                      『この学校に勤めて良かった』と思える学校づくり 

☆ 新年度の重点目標 

 ①学力の向上と体づくり（文武両道） 

  ・少人数分割や二人の教科専門教員による TT指導、国の GIGAスクール構想に基づ

く一人一台の学習用端末を活用した IＣＴ教育等、授業の質や授業力の向上及び、家庭学習の充実

を中心にした学力の向上と主・副顧問制と外部指導者による部活動の充実 

 ②豊かな心の育成 

  ・基本的生活習慣の確立と心を耕す教育(道徳教育、人権教育、音楽教育、読書等)の充実 

  ・仲間づくり（コミュニケーション能力の育成、何でも言い合える関係づくり） 

   ・生徒指導の充実（学習規律や校則の徹底、けじめをつけさせる） 

  ・挨拶の励行（立ち止まって、相手に伝わる気持ちの良い挨拶をめざす） 

 ③学校・家庭・地域・行政の連携 

  ・学校と家庭、地域間での情報の受発信による信頼関係の構築 

・教育委員会との連携の強化 

 ここにある教育目標やめざす生徒像の具現化に向け、子どもたち一人ひとりに寄り添い、その持てる力

を最大限に伸ばせるよう、教職員一同、新年度も力を合わせ取り組んで参ります。特に、上記の３つを今

年度も重点目標として掲げました。学校は、できなかったことができるようになる所であり、「やればで

きる」場所です。今後も子どもたちが、本校で学んで良かったと誇りの持てる学校づくりに努めると共に、

将来、自分たちの故郷（ふるさと）「大月」を自慢に思い、愛し、支えていけるそんな人財に育っていっ

てほしいと願っています。 

保護者や地域の皆様には、家庭学習定着に向けた声掛けや地域へ出向いての体験学習等、いろいろな場

面でご協力をお願いすることになると思いますが、変わらぬお力添えのほどよろしくお願いいたします。 

 

☆ ４月の主な行事予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 予　　定 日 曜 予　　定

1 木 企画・組織職員会　　体育館照明工事 16 金 家庭訪問①　３年生内科検診

2 金 組織職員会・校内研　体育館照明工事 17 土
高知リレーカーニバル大会 兵庫大沢中来校

幡多地区春季バレーボール大会

3 土 18 日
高知リレーカーニバル大会
幡多地区春季バレーボール大会

4 日 19 月 企画

5 月 校内研・学年部会 20 火
３年生修学旅行～23日　ＳＣ来校予定
挨拶運動（陸上部）

6 火
春の全国交通安全運動旬間～15日
校内研・学年部会(入学式準備)

21 水 校内研　町Ｐ役員会　　  　16:35下校

7 水
着任式  始業式  入学式　クラス写真
春の交通安全街頭指導～11日
職員会・校内研　2.3年生お弁当  16:35下校

22 木

8 木 給食開始 　身体測定（全学年） 23 金 修学旅行団帰校　　　　家庭読書の日

9 金 挨拶運動（吹奏楽部）　小中エピペン講習会 24 土 県学年別春季卓球大会

10 土 25 日

11 日 26 月 企画　家庭訪問②

12 月 企画　　　　　　　　　 27 火 家庭訪問③　 スクールカウンセラー来校予定

13 火 １年生防災キャンプ  ＳＣ来校予定 28 水 職員会　小中連携研総会　  15:00下校

14 水
防災キャンプ②（幡多青少年の家）
校内研　　　　　　　　 　 16:35下校

29 木
昭和の日　５/６代休
参観日 ＰＴＡ総会  お弁当（全学年）

15 木  部活動紹介　　町Ｐ役員会 30 金 挨拶運動（卓球部）家庭訪問④
※家庭訪問予定
〇４月１６日（金）：弘見①　〇４月２６日（月）：弘見②  芳ノ澤 鉾土 頭集 平山
〇４月２７日（火）：西泊 赤泊 周防形 小才角 才角 姫ノ井
〇４月３０日（金）：柏島 一切 安満地 橘浦 泊浦


