玉里中通信
学校教育目標

№1 令和２年 4 月６日

た くましく ○
ま ごころあふれる ○
り りしい生徒の育成
○

新年度がスタート
令和２年度がスタートしました。新型コロナウ
イルス感染拡大防止のための臨時休業と春休みの
約１か月を家庭で過ごした生徒たちですが，今日
の始業式，進級しての喜びと新しい学年へのやる
気が満ちあふれていました。
本年度も保護者の皆様や地域の皆様のご支援・
ご協力をいただきながら，職員一同，生徒の健全
育成に努めてまいります。本年度もどうぞよろし
くお願いいたします。

職員紹介
校 長
吉永 成範
教 頭
𠮷田 行博 笠・みなみ学園義務教育学校から
教務主任 渡邉 信幸（保体）
１学年 ※担任等は，入学式での発表となります。
〈スタッフ〉髙安 正浩（社会）＊小川南小から
水野 三紀（保体）生徒指導主事
深谷 朋恵（国語）特別支援コーディネーター
毛利 康孝（理科）＊納場小から
本宮 玲子（音楽）＊竹原小から
２学年 主任
八木 千鶴（英語）＊笠・みなみ学園義務教育学校から
Ａ組担任
竹内 文枝（理科）
Ｂ組担任
植田 祥未（家庭）
副担任
朝倉 美和（数学）
副担任
荻野 睦子（英語）
３学年 主任
横地美智子（国語）進路指導主事
Ａ組担任
渡辺 真民（技術）
Ｂ組担任
江橋 望（数学）
さざ波学級担任 小田 昭典（美術）
副担任
鈴木 直美（社会）＊小川南小から
養護教諭 海老澤満志子 保健主事
係長
梶 菜名子
ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 清水 麻美
よろしく
ＡＬＴ
リズ・アカバ
お願いします
給食配膳員
和久田きみか
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
福本 文子

年間行事予定
☆現在時点での年間行事予定を玉里中学校Ｗeb ペ
ージにアップしました。ご覧ください。
※日時については，変更する場合もあります。

小美玉市立玉里中学校

４月の主な行事
６日（月）新任式 １学期始業式
８日（水）入学式 ＰＴＡ評議員会
９日（木）交通安全教室
10 日（金）身体測定 視力･聴力検査 避難訓練
19 日（日）休日 ※ＰＴＡ総会・授業参観・学年懇談は中止
20 日（月）授業日 ※振替休業日ではありません。

部活動顧問紹介
野球部： 朝倉 髙安
サッカー部： 渡邉信 髙安
男子バスケ部： 毛利 水野（小田）
女子バスケ部： 植田 小田
バレーボール部（総体まで）： 水野
ソフトテニス部： 江橋 八木
卓球部： 渡辺真 小田
吹奏楽部： 横地 深谷 本宮
学芸部： 竹内 深谷 ※美術部と自然科学部が統合しました。

新学年の抱負(始業式より)
○

抜粋

中学生になりあっという間に一年が過ぎまし
た。これからは新しい１年生の先輩になること
や部活や行事で３年生と協力したりサポートを
したりするなどして，すべきことが多くありま
す。そのためにも，様々な面で成長するための
目標をたてました。
始めに学習面では，来年は受験生ということ
の自覚をもち，毎日の授業を大切にするのはも
ちろん，効率よく学ぶために，自主学習では１
時間行ったら 10 分休むなど，工夫して取り組ん
でいきたいです。
次に部活動の面では，自分たちも先輩になる
ので，形だけの先輩ではなく，３年生のような
しっかりとした先輩になれるよう日々努力して
いきたいです。６月には総体があり，３年生に
とっての最後の試合なので，勝ち進めるようサ
ポートできるようにしていきます。
最後に生活面では，クラスが替わったという
こともあり，少し不安ですが，５分前着席など，
けじめがある行動をしていきたいです。
このような目標を心がけて，今年も充実した
学校生活を送りたいと思います。
（２年 石塚 成海）

○

中学３年生のこの一年を大切に過ごしていく
ために，目標をいくつか立てました。
学習面では，家庭学習をするときに，効率よ
く勉強できるよう余計なことに気持ちが向かな
いように工夫して取り組みたいです。そして，
受験生という自覚をもって学習量も増やしてい
きたいです。２年生の３学期後半が臨時休校と
なり，今まで当たり前だと思っていた「学校で
授業を受ける」ということができなくなってし
まいました。授業を受けられることに感謝しな
がら一時間一時間の授業を大切にしていきたい
です。
部活動では，残り少なくなった活動期間の中
で，悔いのないように取り組みたいです。僕は
野球部のキャプテンとしてチーム全体のことを
考えながら練習に取り組み，総体では一つでも
多く勝って中央地区大会に進めるように頑張り
たいです。
この二つの目標を達成させるために必要なこ
とは「集中する」ということです。勉強でも部
活動でも，限られた時間の中で集中して取り組
むことを意識し，実行していきたいです。
学校行事では，修学旅行，体育祭，緋秋祭な
どの大きな行事があります。どの行事も今回が
最後となるので，みんなで協力したり，自分か
ら積極的に取り組んだりして思い出深いものに
していきたいです。そして，来年の春に３年生
全員が笑顔で卒業できるような一年にしたいで
す。
（３年 鈴木 颯太）

新スタッフ紹介
<名前> 𠮷田 行博
<担当> 教頭 学校運営
<住所> 大洗町
<趣味> パワースポット巡り
<好きな TV 番組>
お正月の特別番組
<好きな言葉> いつも一照懸命
＊一日一善，玉里中のよいところを毎日一つ以上
見つけて楽しく仕事に励みます。
<名前> 八木 千鶴
<担当教科> 英語
<住所> 小美玉市
<趣味>
映画，音楽鑑賞，雑貨屋探索
<好きな TV 番組>
進撃の巨人，鬼滅の刃
<好きな言葉> 和顔愛語
＊新しい出会いを楽しみにしています。玉里学園
開校に向けて精一杯がんばります。

<名前> 毛利 康孝
<担当教科> 理科
<住所> 土浦市
<趣味>
コーヒー，子供と遊ぶこと
<好きな TV 番組>
かりそめ天国
<好きな言葉> 今できることを全力で！
＊子供たちと一緒に全力でがんばります！
よろしくお願いします。
<名前> 髙安 正浩
<担当教科> 社会
<住所> 水戸市
<趣味> 読書 ジョギング
<好きな TV 番組>
カセットテープミュージック
<好きな言葉> 案ずるより産むが易し
＊よろしくお願いいたします。
<名前> 本宮 玲子
<担当教科> 音楽
<住所> 笠間市
<趣味>
読書，ＤＶＤ鑑賞，スキー
<好きな TV 番組>
プレバト
<好きな言葉> 心に太陽を
＊出会いを大切にがんばります。
<名前> 荻野 睦子
<担当教科> 英語
<住所> 笠間市
<趣味> 写真，旅行，ブログ
<好きな TV 番組>
のんきな旅番組が好きです。
<好きな言葉> 風にふかれて！
＊よろしくお願いいたします。
<名前> 鈴木 直美
<担当教科> 社会
<住所> 小美玉市
<趣味> 旅行，ショッピング
<好きな TV 番組>
世界の果てまでイッテＱ
<好きな言葉> 一生懸命
＊よろしくお願いいたします

～お知らせ～
新型コロナウイルス感染防止等の対応のため，
予定している学校行事の変更が予想されます。
変更がある場合は，その都度，文書やお便り等
でご連絡いたします。ご理解，ご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

