
    

 

 

 

                                        

 

 

       【ご挨拶】 

満開の桜とともに、春色に染まった

校庭に笑顔があふれ、新たな夢と希望

を抱いて平成 30 年度がスタートしま

した。クラス替えにわき、新学年・学

期への意欲が感じられる初日でした。 

さて、平成 30 年度の学校教育目標を、上記のように

定め、今年度の生徒 377 名とともに明るく楽しい学校

づくりをめざして教育活動を進めて参ります。本年も

ご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

【平成３０年度職員紹介】 

校長 色 波  亨  教頭 柏 原  博 

１年生  木村 保治 (学年担当 社会) 

下村  翔（１組 数学） 長尾 悠平 (２組 国語） 

我那覇 淳一 (３組 保健体育) 

原 智津子（若葉学級、英語）三木 秀彦（教務 理科）  

長沼 司織（英語）     濱本 哲也（美術） 

２年生  引田 一志 (学年担当 理科) 

末政 貴香 (１組 国語） 山本 彩恵 (２組 英語） 

塔向 佑樹 (３組 社会） 石田 裕太（４組 技術） 

豊岡 由起子（たんぽぽ学級） 

木本 英樹（生徒指導 保健体育）  大畑 智滉（数学） 

３年生 小間 理恵（学年担当 音楽） 

市村 大樹（１組 保健体育）井上 大輔 (２組 理科） 

金田 幸雄（３組 社会）   竹原 史也 (４組 数学)  

楠田 佳練（国語）      寺内 多希子（英語）     

久保 規子（養護） 大下 あづさ（主幹マネジメント） 

ティレル・デビッド（ＡＬＴ） 

事務室  秋山 伸吾（事務） 

倉八 麻里（用務）   西山 昭代（用務） 

 

特別支援教育指導補助  田中 千寛 

スクールカウンセラー  水田 良菜 

心の教室相談員     横川 晶子 

 どうぞ よろしくお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂東中学校には五つの校訓があります。それは、

「自主・協同・奉仕・明朗・遵法」です。 

 生徒の皆さんは、いつもこの校訓を心にとめてほし

いと思います。 

 「自主」とは、自分が気づき、自分で考え、自分か

ら行動することです、自分が自分の人生の主人公とし

て生きるということを表しています。 

 「協同」は、人と人が互いに尊重し合い、共に支え

合い、励まし合い、助け合い、磨き合い、高め合い、

心を一つにしてものごとに取り組むということです。 

 「奉仕」は、自分の周りの人のために、また、地域

や社会のために役立つことをし、人を幸せにするとい

うことです。 

 「明朗」は、明るく健康な心と身体を持ち、礼儀正

しく生きることです。その第一歩は、さわやかな挨拶

に始まります。 

 「遵法」は、きまり、ルール、約束、法律を守ると

いうことです。お互いの命を守るために、そして、他

の人に迷惑をかけず、みんなが気持ちよく生活するた

めに、きまりを守り、よく考えて行動し、自分の言葉

や行動に責任を持つということです。 

 この五つの校訓は、どれも私たち人間が生きる上

で、とても大切な態度、心の在り方、生き方を示し 

ています。 

 赤穂東中学校の生徒の皆さんが、五つの校訓をいつ

も心に刻み、自分だけの幸せを求めるのではなく、す

べての人々の幸せのために生きる人間として成長す

ることを願っています。 

校訓について 
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赤穂東中学校 
学 校 だ よ り 

校訓 

遵 明 奉 協 自 

法 朗 仕 同 主 

 学校教育目標 

『若木の精神』を『誇り』とし こころ豊かな生徒の育成  
～『志』高く､実行力ある､活力ある学校をめざして～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の行事予定 

  ４日(水) ＰＴＡ常任理事会 

  ６日(金) 離任式、着任式 

       第１学期始業式 

  ８日(日) 宮山さくらまつり 

  ９日(月) 入学式 

１０日(火) 生徒会対面式・オリエンテーション 

      校外生徒会 ノー部活デー 

 １１日(水) 午前中授業 ３年生身体測定 

ＰＴＡ新旧常任理事会        

  １２日(木) 給食開始 ２・３年生課題テスト 

       １年生新入生テスト 

 １３日(金) 新入生歓迎遠足 

 １４日(土) 西播陸上競技記録会 

       ソフトテニス講習会 

 １５日(日) 春の義士際剣道大会 

       ソフトテニス講習会 

 １６日(月) １・２年生身体測定 

  １７日(火) 全国学力学習状況調査 

２年生内科検診 

ＰＴＡ新旧常任理事会 

       ＰＴＡ第１回理事会・専門部会 

 １８日(水) クラス写真撮影 

 １９日(木)  ３年生内科検診    

  ２１日(土) 参観授業・ＰＴＡ総会 

       ３年生修学旅行説明会 

       兵庫リレーカーニバル(～22日) 

 ２２日(日) 坂越中学校招待野球大会 

       市民体育祭剣道大会 

 ２３日(月) 振替休業日 

２４日(火) 家庭訪問第１日 ノー部活デー 

 ２５日(水) 家庭訪問第２日 １年生心電図検診 

 ２６日(木) 家庭訪問第３日 １年生内科検診 

 ２７日(金) 家庭訪問第４日 尿検査① 

 ２８日(土) 西播陸上競技記録会 

       ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ相生ｲﾍﾞﾝﾄ 音楽部出演  

 ２９日(日)【昭和の日】 

 ３０日(月) 振替休日 

入学式 

平成３０年度の入学式

を４月９日(月)に挙行い

たしました。 

新入生１１３名は、緊張

した面持ちでありながら

も、とても凜々しい姿で、

これからに大きな期待が

持てる素晴らしい入学式

となりました。 

 おめでとうございます。 

の行事予定 

  １３日(日) 市民体育祭・中学校の部 

 １４日(月) 振替休業日 

 １５日(火) ３年生修学旅行〔沖縄方面〕 

(～１７日) 

 ２９日(火) １年生野外活動〔閑谷学校〕 

                (～３０日) 

 

【保護者の皆様へ 

お知らせとお願い】 

福祉医療受給者証（乳幼児医療）

を受けておられるご家庭では、

右のようなカードをご覧にな

ったことはあると思いますが、 

あらためて、ご理解とご協力を

お願いします。 

 学校管理下でケガをした時は、福祉医療（乳幼児医

療）を使用せず、スポーツ振興センターの給付制度を

利用してください。その旨病院窓口でお伝えください。 

 ただし、病院窓口の支払い（保護者）が 1，500 円

以下、整骨院では 5，000 円以下は、給付の対象とな

りません。 

 なお、スポーツ振興センター給付制度は学校管理下

のケガのみで疾病は対象になりませんので、その際は

福祉医療受給者証または保険証を提示して受診して

くださいますようお願いいたします。 

  

 いろいろお世話になりありがとうございました。 

【転出等の職員】 

中川 宏子  （退職） 

八木 俊充  （坂越中学校へ） 

下田柚依子  （双葉中学校へ） 

宇久  始  （退職） 
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