
相武台の空と新緑
～夢のある生活を～

副校長 保坂 啓介

４月当初の肌寒い気候が日に日に和らぐとともに温かくなり、美しい新緑の季節の到来

を予感させる今日このごろです。

この４月より副校長となりました保坂啓介です。安心・安全な学校づくりと、心身とも

に健全な生徒の育成をめざして、全力で取り組んでいきたいと思います。どうかよろしく

お願いします。

４月５日の始業式・入学式から早くも３週間が過ぎ、生

徒もしだいに新しい生活に慣れてきたところでしょうか。

廊下の壁には生徒たちの「自己紹介カード」がきれいに掲

示されています。また、生徒会オリエンテーションや部活

動仮入部を経て、委員会活動がスタートするとともに、部

活動も新入生を迎えて大いに活気づいています。それぞれ

の生徒が、「自分はどんな委員会で頑張ろうか」、 （自己紹介カード）

「何部に入って頑張ろうか」「学習面ではどんなふうに頑張ろうか」という「中学校生活

への夢と希望」を持って生活しています。

夢の実現に近づくためには、この一年間をどのような目標を持って生活するか、さらに

は一日一日をどのような目標を持って主体的に生活するかということが大切です。また、

自分自身を大切にすること。そして仲間や先生、家族、地域の方々など、自分を取り巻く

多くの人たちの気持ちを理解し、互いに支え合いながら生活していくことが大切です。

５月はいじめ防止月間です。新しい生活の中で、自分の周りにいる一人ひとりの仲間の

良いところをたくさん見つけることが、きっと楽しく、居心地のよい、いじめのない中学

校生活を送ることにつながっていくことと願っています。

子どもたちの大いなる夢について、その実現のための具体的な目標について、そして友

達の良いところについて、家庭の中で話題にし、語り合う時間がつくれたらすばらしいと

思います。新しい生活の中でチャレンジする子どもたちの成長を楽しみにしています。
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よろしくお願いします！

～新しく着任した職員の自己紹介～

本年度より、新しく相武台中に着任された職員の自己紹介です。これからいろいろな場
面でお目にかかることと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

教諭 岩堀 洋一 先生 教諭 池上 典子 先生 教諭 前川 智子 先生
いわほり よういち いけがみ のり こ まえかわ とも こ

毎日、明るく元気な生 満開の桜の木に彩られ ２年３組の担任の前川
徒たちに、エネルギーを た相武台中学校の門をく 智子です。学校は楽しい
もらっています。相武台 ぐった時、すれ違った生 ことが一番です。みんな
中学校の一員として、学 徒のさわやかな挨拶に心 が楽しく過ごすために、
校づくりの一助になって が弾みました。これから お互いに気を配り、思い
いけたらと思っています。 相武台中の皆さんとたく やりをもって生活してい
どうぞよろしくお願いし さんのことを一緒に楽し って欲しいです。よろし
ます。 みたいと思います。よろ くお願いします。

しくお願いします。

教諭 鈴谷 莉央 先生 教諭 福羅 沙貴 先生 教諭 中司 有紀 先生
すず や り お ふくら さ き なかつか ゆ き

１年２組の担任になり ２年２組の担任です。２、 出身は兵庫県姫路市で
ました鈴谷莉央と申しま ３年生の数学を担当しま す。3年生が修学旅行で姫
す。全学年の音楽も担当 す！生徒と過ごす毎日が 路城を訪れると聞いた時
するので今は全生徒の顔 とても楽しみです。数学 には、本当に驚きました。
と名前を覚える事に必死 を「好き！楽しい！」と 根は素直で優しい生徒た
です。生徒と共に何事も 思ってもらえるように笑 ちと向き合うと、自分に
一生懸命取り組んでいき 顔で頑張ります！よろし 足りないものに気づかさ
ます。よろしくお願いし くお願いします。 れます。共に成長してい
ます。 きたいと思っております。

拠点校指導員 介助員 岡田 紀子 さん 介助員 望月 敦子 さん
おか だ のり こ もちづき あつ こ

川邊 正樹 先生
かわ べ まさ き

駐車場から職員室まで 今年度からお世話にな 青空級介助員の望月で
歩いてくる間に、生徒の ります介助員の岡田紀子 す。もえぎ台小学校から
明るい挨拶に出会う毎日 と申します。青空級のみ 来ました。中学校は初め
が大変楽しみです。相武 なさんと楽しい時間を過 てで、わからないことば
台中の印象は、校舎やグ ごしていければと思って かりですが、とても新鮮
ラウンドが大変広く学習 います。よろしくお願い な気持ちです。若々しい
しやすい環境に恵まれて します。 パワーを感じながら、一
いると感じました。皆さ 緒に勉強できることを嬉
んとともに素晴らしい学 しく思います。
校づくりの協力ができた
らと思います。

支援教育支援員 図書館整理員

秦 眞由美 さん 畠 山 奈々絵 さん
はた ま ゆ み はたけやま な な え

今年度から支援教育支 今年度図書整理員に着任
援員としてお世話になり しました畠山です。本を
ます。また、生徒たちの 読むことは、多くの知識
学習の場に寄り添い、温 が増えるだけでなく、心
かく励ましながらサポー も豊かにしてくれます。
トしていきたいと思って 学校生活のサポートが少
おります。どうぞよろし しでもできるような図書
くお願い致します。 館づくりを目指していき

たいです。



「連休」の過ごし方について

入学、進級をしてから、早くも１か月が経とうとしています。生徒達は新たな決意、新
た

たな出会いに緊張しながらも、大いに頑張って元気に生活を送ることができました。

さて、いよいよゴールデンウィークがスタ－トします。ご家庭におかれましては、各祝

日等の意義をよくご理解いただき、親と子のふれあいの中で、心身ともに健康的で安全な

ゴールデンウィークを過ごすことができますよう、ご指導よろしくお願いします。

４月２９日（日）昭和の日 ：激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を 顧 み、
へ ふつこう かえり

国の将来に思いをよせる日

４月３０日（月）振替休日

５月 ３日（木）憲法記念日：日本国憲法の施行を記念し、国の成長を願う日
し こう

５月 ４日（金）みどりの日：自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心
おんけい

を育む日

５月 ５日（土）こどもの日：こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるととも

に、母に感謝する日

５月 ６日（日）日曜休日

ご家庭へのお願い
１．生活・行動について

・生活が不規則になりがちです。祝日の意義を十分に理解し、一日一日を計画的かつ

有意義に過ごせるよう心がけさせてください。

・開放感からトラブルに巻き込まれないよう、よく考えて行動（考動）することを心

がけさせてください。

・ゆったりとした時間の中で、家族でのふれあいや団らんをしてください。

・新しいクラスになり、張り切って学習や部活動等に取り組んだことで、疲れが出る

時期でもあります。連休明けの活動の準備期間として、ゆっくりと心身を休ませさ

せてください。

２．健康・安全について

・寒暖の差が大きく、体調を崩しやすい時期です。健康面に十分注意するようお願い

します。

・自転車の二人乗り等危険な乗り方に注意をお願いします。

交通事故にあうことのないよう交通法規を守り、安全面で

の注意、ご指導をお願いします。

・新しい学級集団の中で、いろいろな悩みや不安を抱く生徒

も少なくないようです。子どもの相談にのっていただき、

連休明けの学校生活をスムーズにスタートできるよう、ご

助言をお願いします。

３．学習について

・学校での授業が途切れがちになります。家庭学習を習慣づけるよい機会になります。

新学期が始まってからの一ヶ月間の学習の「復習」を心がけさせてください。



授業参観・保護者会でいただいた感想・ご意見から
感想：とてもよい雰囲気の授業でした。先生も明るくやさしそうで、

とても安心しました。これからもよろしくお願いします。

ご意見：単元テストの詳しい日程や、単元テストのテスト結果票を出して欲しい。

＜学校より＞

年間予定で単元テスト週間としてお知らせしてありますが、詳しい日程は

教科ごとに必要に応じて行いますので、授業の中で知らせることとなります。

単元テストの結果については、それぞれの教科から返却された答案をもって

通知といたします。

５月の予定

５月 １日（火） 創立記念日（授業日）

５月 ２日（水） 全校集会

５月 ３日（木）～

連休

５月 ６日（日）

５月 ８日（火） 小中合同引き渡し訓練（青空、１年生のみ）１３：４５～

５月 ９日（水） 眼科検診（青空、１年、２，３年対象生徒）

ＰＴＡ現新本部会、ＰＴＡ新運営委員会、ＰＴＡ現新運営委員会

５月１０日（木） 内科検診（２年）

５月１１日（金） 演劇教室（１年、青空）（ＡＭ市民会館）

５月１２日（土） 公開授業（４校時）、ＰＴＡ総会、部活動保護者会

５月１４日（月） 振替休日

５月１５日（火） 教育相談

５月１６日（水） 評議専門委員会

５月１７日（木） 教育相談、内科検診（１年）

５月１８日（木） 教育相談、心電図検査（１年、２・３年対象者）

５月２１日（月） 単元テスト週間

５月２２日（火） 教育相談

５月２３日（水） 教育相談、全校評議会

５月２４日（木） 内科検診（３年）

５月２６日（土） おやじ隊・サポート隊 活動

（６月２３日（土）に変更する予定です。）

５月２８日（月） 教育実習 開始

５月３０日（水） 生徒総会（４、５校時）

５月１２日（土）はＰＴＡ総会・部活動保護者会です！
５月１２日（土）は、授業公開に続き、ＰＴＡ総会・部活動保護者会が行われます。お

子様の学校での様子や、ＰＴＡ活動、部活動等について知るよい機会です。ご多用の中で

はありますが、保護者の皆様のご参加をお待ちしています。

【授業公開】 ４校時（１２：４５～１３：３５）

【ＰＴＡ総会】 （１４：００～１５：００） ＊体育館

【部活動保護者会】 （１５：００～１６：００頃）＊全体会：体育館

＊各部会：各教室


