
 

 

 

 

新入生の皆さん、入学おめでとう！ ２・３年生の皆さん、進級おめでとう！ 

〈いよいよ令和３年度が始まりました。皆さん一緒に頑張りましょう〉 

宿毛・松田川・山奈・橋上・咸陽の各小学校

から5３名の新入生を迎え、2年生5６名、3年

生６０名、計1６９名の生徒と2９名の教職員で

令和３年度がスタートしました。今年は小中合

築の新校舎への移転に伴って、新しい教室、充

実した設備、小学生と一緒の校舎での生活など、

これまでの生活とは大きく異なるスタートでし

た。それでも始業式・入学式から８日が経ち、

徐々に自分たちのペースで生活することができ

るようになってきたと思います。 

まだまだ令和３年度は始まったばかりで慣れていないことも多いと思いますが、【毎日の授業や家庭学習を充実

させて『学力（学ぶ力）』を高めること】【一人ひとりの人権を尊重して仲間とともに育ち合うこと】【社会に出

ても恥ずかしくないように礼儀（挨拶・返事・敬語など）を身につけること】など、中学生として当たり前のこと

を大切にして、毎日を丁寧に生活してほしいと思います。また、今年度からは小学生との距離も近くなりますので、

中学生として【憧
あこが

れられるような存在】になってほしいと思います。 

３年生の皆さん、義務教育の最終学年、宿毛中学校の最上級生として、希望の進路に進めるように勉強や学校行

事、生徒会活動、部活動などに積極的に取り組みましょう。２年生の皆さん、中堅学年として、３年生と一緒に何

事にもしっかりと取り組んで宿毛中学校を支えてください。どちらも新入生の良き手本になるように、先輩として

立派な態度で１年生を優しく迎えてあげてください。 

１年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんはもう宿毛中学校の一員です。これまで小学校で学んだ

ことを生かしながら、中学生として恥ずかしくない態度で生活してください。上級生を見習って、一緒にいろいろ

なことに頑張っていきましょう。 

保護者の皆様、地域の皆様、今年度もよろしくお願いいたします。教職員一同、皆様や生徒たちと力を合わせて、

この伝統ある素晴らしい宿毛中学校をさらに地域に誇れる学校にしていきたいと思います。 

新しい校舎での生活が始まりましたが、旧校舎の取り壊しとそれに伴う部活動場所の確保、駐輪場の移転などこ

れから解決していかなければならない課題もたくさんあります。また、新型コロナウイルス感染症への対策も手を

緩めずに行っていく所存です。こんな状況ではありますが、保護者や地域の皆様方のご理解・ご協力を得て「生徒

のために」一つひとつ課題を乗り越えていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 
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〈学校では、「今年度の目標」を３つ立てています〉 

① みんなの学力をさらに高めること。 

まずは授業中、先生や友達の話をしっかり聞き、自分でしっかり考え、みんなで話し合い、積極的に意見を 

交流して理解を深めましょう。特に今年は相手を意識した発表に力を入れていきたいと思います。そして、学

校で学んだことをもとに家庭学習も毎日きちんとする。このサイクルが大切です。 

ぜひ、宿題の提出率も１００％にしてください。 

② 心と体をさらに鍛えること。 

まずは「早寝、早起き、朝ごはん」をはじめとして基本的生活習慣を確立しましょう。そして読書・道徳・ 

  人権学習で心を豊かにし、体育・部活動などで体も鍛えてください。特に、部活動ではすべての部が県総体に 

出場できるよう、また吹奏楽部は金賞がとれるよう頑張ってほしいです。 

③ 人と関わる力を高めること。 

まずは挨拶・返事がきちんとできるようになりましょう。友達を大切にして、よりよい人間関係をつくる力 

を磨き合いましょう。そのためにも生徒会活動を一層充実させましょう。先輩・後輩ともに互いを尊重し、高 

め合える、そんな人間関係をつくってほしいと思います。そして宿中生全員が小学生に【憧
あこが

れられるような中 

学生】になってほしいと思います。 

                                  

《PTA役員選出について》 

  すでにお知らせしていた立候補者に加えて４月１６日（金）のくじ引きで、令和３年度のPTA役員６２名が選

出されました。選出された皆様におかれましてはご多用中のところお世話をおかけしますが、ご協力のほど、よ

ろしくお願いします。役員に選出されていない保護者の皆様も、PTA活動へのご協力をよろしくお願いします。 

  ４月１６日（金）１９:００より、令和２年度の役員さんと令和３年度のPTA総会（年間活動方針など）につい

て協議を行いました。昨年度は新型コロナウイルス感染症対策を図りながら「やらない理由を考えるのではなく、

やれる方法を考える」という確認のもと、いろいろな活動を行ってきました。今年度も厳しい状況ではあります

が、工夫をしながら様々な活動を進めていくことを確認しました。活動の内容は、４月３０日（金）のPTA専門

部会・PTA総会で決定します。当日は一人でも多くの保護者の方のご参加をよろしくお願いします。 

 

【参観日およびPTA専門部会・PTA総会のお知らせ】 

  以下の日程で、参観日とPTA専門部会・PTA総会を行います。万障お繰り合わせの上、ご参加くださいますよ

う、よろしくお願いします。なお、詳細につきましては、あらためてご案内申し上げます。 

 

 参観日・・・・・時間を指定して実施  

 1年 3・4時間目（１０:４０～１２:３０） 3時間目参観授業 4 時間目学年懇談（宿泊研について） 

 2年 1・2時間目（ ８:４０～１０:３０） １・２時間目の参観授業のみ 

 3年 5・6時間目（１３:３０～１５:２０） 5時間目参観授業 6 時間目学年懇談（進路について） 

※ 当日は新校舎での初めての参観日ということもあり、多くの方が参観されることが予想されますので、 

新型コロナウイルス感染症対策のために時間をずらして参観授業等を実施いたします。 

 

PTA 専門部会・・・18:30～19:00（各教室)  ※ 専門部会が終了次第、総会を実施。 

ＰＴＡ総会・・・・ 19:10～20:30（体育館) 



《20２１年度 宿毛中学校教職員の紹介》        

NO 職名 氏  名 担任 教科 部活等 

1 校長 横山  昌二   野球副 

2 教頭 明神  通恭  美術 美術・サッカー副 

3 教頭 岡﨑   久 宿毛市教育委員会にて勤務 

4 主幹教諭 松本  ミヱ ２年ＡＢ 副担任 国語 柔道・吹奏楽副 

5 教諭 市原   長吉 １－Ａ 担任 国語 卓球 

6 教諭 三本  涼也 １－Ｂ 担任 理科・数学 陸上 

7 教諭 中須   凌 １－Ａ 副担任 体育 サッカー 

8 教諭 河野 かおり １－Ｂ 副担任 英語 バドミントン 

9 教諭 岩瀬  浩通 １－ＡＢ 副担任 社会 水泳 

10 教諭 沼瀬  直哉 ２－Ａ 担任 理科 野球 

11 教諭 岡﨑  寛貴 ２－Ｂ 担任 数学 バレーボール 

12 
教諭 横山  芳子 １,２,３-Ｉ担任 

２－Ｂ 副担任 

家庭 生徒会 

13 教諭 上岡  真作 ２－Ａ 副担任 保健体育・技術 柔道 

14 教諭 志村  太陽 ３－Ａ 担任 数学 剣道 

15 教諭 上岡   史佳 ３－Ｂ 担任 英語 バスケットボール 

16 教諭 横山  江梨 １,３－Ｅ 担任 音楽 吹奏楽 

17 講師 高芝  直希 ３－Ａ 副担任 社会 ソフトテニス 

18 教諭 能津  利尚 ３－Ｂ 副担任 国語 ソフトテニス副 

19 養護教諭 林   順子   吹奏楽副 

20 総括主任 走川  幸男    

21 不登校支援員 西田    育代    

22 学習支援員 井上    香里    

23 学習支援員 山本  尚美    

24 学習支援員 東   孝子    

25 学習支援員 廣瀬  睦行    

26 特別支援教育支援員 井上  由美    

27 特別支援教育支援員 西岡  達矢    

28 学校運営支援員 竹村  萌子    

29 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 大岡   稜    

 

＜転入教職員のご紹介＞                   ＜転出教職員のご紹介＞  

・教頭 岡﨑  久  高知県教委より        ・教頭 宮川  昭二   佐賀中へ  

・教諭 能津 利尚  大方中より          ・教諭 上岡  怜  大月町教委へ 

・教諭 岡﨑 寛貴  中村中より          ・教諭 長尾  隆広    一宮中へ   

・教諭 沼瀬 直哉  清水中より          ・教諭 中西 佑太  中村西中へ 

・教諭 中須  凌  新規採用           ・講師 武田 太志  中筋中へ 

・講師 高芝 直希  宿毛小より          ・学校運営支援員 竹田 映里   

・学校運営支援員 竹内 萌子  宿毛市役所より        

※ よろしくお願いします。            ※ ありがとうございました。 

 



〈個人情報の掲載についての確認〉 

個人情報の掲載についての返信をいただき、どうもありがとうございます。 

・電話番号につきましては学級連絡網のみの掲載となります。 

・住所については部活動の際の保険加入などで必要な場合に、書類に記載させていただきます。 

・写真は行事や様々な活動を紹介するために学級通信や学校通信に使用いたしますが、個人写真を掲載すること

はありません。 ※ ただし、学校通信についてはホームページに掲載します。 

ご理解の上、ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

日 曜日 ４月行事 日 曜日 ５月行事

19 月 【1年生のみ・家庭訪問予備日】 1 土

20 火
【1年生のみ・家庭訪問予備日】

3年生修学旅行
2 日

21 水 3年生修学旅行 3 月 憲法記念日

22 木 3年生修学旅行 4 火 みどりの日

23 金 3年生修学旅行 5 水 こどもの日

24 土 6 木

25 日
県中学校剣道春季大会

県中学校柔道春季大会
7 金 生徒集会

26 月 生徒会専門部会 8 土
市P連総会

県バレーボール春季大会

27 火 情報モラル教室（全学年） 9 日 県バレーボール春季大会

28 水 10 月

29 木 昭和の日 11 火 キャプテン会①

30 金 参観日･PTA専門部会・PTA総会 12 水 子ども会開校式

13 木

14 金 生徒会専門部会

15 土 市・大月町球技大会

16 日 市・大月町球技大会（予備日①）

17 月 市・大月町球技大会（予備日②）

18 火

19 水 1年生泊まりや合宿

20 木
1年生泊まりや合宿

あいさつ・声かけ運動

21 金 1年生泊まりや合宿

22 土 通信陸上

23 日

24 月 心臓検診：１年生

25 火

26 水

27 木
全国学力･学習状況調査：３年生

（国･数・質問紙）

28 金
生徒会専門部会
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29 土

30 日

31 月 中間テスト期間～６月４日まで

４月・５月の日程

◎中間テスト期間中の部活動は平常通り、

実施します。


