
【芦田中学校区小中一貫教育  めざす子ども像】 

ふるさと芦田に愛着と誇りを持ち， 
未来を切り拓き，たくましく生きる子ども 

 
 
 
 
                                  
            
 
                                                                                                                             
                              
                    

＜ 始業式  4 月 6 日（月）＞           ＜校庭の桜＞ 

グラウンドや中庭にある満開の桜に囲まれて 2020 年度（令和２年度）が始まりま

した。昨年度末の 3 月 2 日から，新型コロナウイルス感染症対策の臨時休校が始まり，

部活動はもちろん，登校して校舎内へ長時間入ることも制限された状況から 1 ヶ月あ

まりが経過しました。 

この 1 ヶ月間は皆さんの生活も今までとは大きく異なり，家庭で過ごすことが中心

となりました。現在も全国的に予断を許さない状況ですが，一人一人の努力と皆の協力

で感染症拡大を防ぎ，安全で安心な中学校生活が送れることを願っています。 

芦田中学校の学校教育目標は，「夢や目標の実現に向け，主体的に行動する生徒の育

成」です。 

変化の激しいこれからの世の中では，一人一人が身の周りの課題を解決するための方

法をみんなで協力して考え，自らが主体的に行動することが求められています。そのた

めには，課題を解決する能力やコミュニケーションの力，相手に対する思いやりの心を

伸ばして行くことが必要です。この学校目標にはそのことが表されています。 

本年度は 34 名の新入生を迎え，新 2 年生 62 名，新 3 年生 44 名，全校生徒 140

名の新しい体制でスタートします。 

新 3 年生は，1，2 年生のあこがれの存在として行動し，自らの進路を切り拓いてい

けるよう，新 2 年生は，中堅学年として 1 年生をリードする立場にたって行動できる

よう自分の目標の実現に向けて努力していきましょう。 

そのため，昨年に引き続いて「授業を真剣に受ける」「仲間づくりをする」「規則正し

い生活習慣を身に付ける」の 3 点を全校で指導し取り組みます。 

 

学校教育目標    夢や目標の実現に向け，主体的に行動する生徒の育成 

 ＜ 三つの大切なこと ＞ 
１「授業を真剣に受ける」 

 
２「仲間づくりをする」 

 
３「規則正しい生活習慣を身に付ける」 

 

保護者・地域の皆様へ  

 

 

 

     
   芦田中学校区では，地域の特徴や特性，課題を盛り込み，有磨小と福相小と本校 

の三校共通の「めざす子ども像」を上の様に設定して小中一貫教育を実施します。 

また，昨年度と同様に学校と地域の絆を強める取組として「感謝の花プロジェク

ト」と「敬老プロジェクト」「芦田音楽祭プロジェクト」という三つのプロジェクト

を実施していきます。 

    私たち教職員は，保護者の皆様の思いや願いを正しく受け止めるように努力し， 

皆様が「芦田中学校で学ばせてよかった」と思えるような教育を提供したいと考 

えております。今後とも一層のご支援ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

（１）家庭におけるインターネット環境について 

  4／6 （月）に配付しましたが，新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況に 

 より，再度臨時休校となった場合，ホームページに掲載されている動画や教材によ 

 り学習したり，学習した内容をメールで送受信したりするなどの対応が考えられま 

す。そこで，各家庭のインターネット環境について把握したいと思います。配付し 

た用紙に記入したものを 4 月 10 日（金）までに提出してください。 

 

（２）通信及びＨＰ等への写真掲載についてのお願い 

  本校での教育活動を広く保護者や地域の方々に公開するため，生徒が写っている 

写真等を学校・学年・学級通信や市教育委員会や本校のＨＰなどに掲載します。 

つきましては，お子様が写っている写真を掲載することについて賛同の有無を確認 

させていただきたいと思います。別紙「写真掲載についてのお願い」のプリントに 

賛同の有無をご記入いただき，4 月 15 日（水）までに提出してください。 

 

（３）4 月のあいさつ運動，交通指導について 

新型コロナウイルス感染症対策の臨時休校により，4 月のあいさつ運動と交通指 

 導の予定をお伝えすることが出来ませんでした。ご迷惑をおかけしました。お詫び 

申し上げます。そこで，裏面に 4，5 月分を合わせてお知らせいたします。よろしく 

お願いいたします。 
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裏に続く 

問題解決力・コミュニケーション力を高める。 

人としての思いやりの心を育てる。 

強くたくましい体力・気力を身に付ける。 

○4月 7 日（火）14：00   入学式（体育館）  

○4 月 24 日（金）      参観日・学校説明会・ＰＴＡ総会 

                      （※ 変更の場合あり） 



 
 

 

  

 

 

校  長   髙山 文治☆（東広島市立福富中学校より） 

教  頭      小林 義明   

第 1 学年   

１１Ｒ 担任 片本 真衣 英語    ソフトテニス部 道徳教育推進教員 

５Ｒ 担任 葛西 祐介 音楽☆（内海中学校より）  

吹奏楽部       特別支援教育コーディネーター 

副担任    坂本 伸治 理科     野球部      第１学年主任・生徒指導主事 

副担任    小町 菜摘 国語☆（新規採用） 卓球部   

 

第 2 学年 

２１Ｒ 担任 村上 純基 社会    サッカー部   情報教育・中体連担当 

２２Ｒ 担任 徳永 幸枝 英語    吹奏楽部（バレーボール部：引率）  

４Ｒ 担任 田渕 美好 英語     野球部        

副担任    佐伯 貴洋 保健体育  バレーボール部 第２学年主任・教務主任 

副担任    髙橋 誠志 数学     

   

第 3 学年   

３１Ｒ 担任 常友 計宏 数学☆（精華中学校より）  サッカー部 第 3 学年主任 

３２Ｒ 担任 三浦 宏紀 国語     卓球部 研究主任 

３Ｒ 担任 河野 光彦 技術・理科 ソフトテニス部  進路指導主事 

副担任    畑山 弥生 美術    美術部 

 

学校全体にかかわる先生                  

小中一貫教育学校図書館補助員 

          吉川 慶子  図書館の本の整理等 

非常勤講師  未定    家庭 

非常勤講師  未定     理科 

非常勤講師  未定    美術           ＜ 就任式 4 月 6 日（月）＞               

養  護    皿田 佳苗     ☆（神辺西中学校より）   保健主事               

事務主幹    池永 浩司    

介  助   小林 順子   ☆（東中学校より） 

購  買    今城 由美子           

図  書    加村 富士子 

校務補助員  松山 員帆           

スクールカウンセラー   占部 千賀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 職 員 の 紹 介 
☆印は転入してきた者です。 

本年度このメンバーで生徒とともに，よりすばらしい学校にしていきたいと思

います。どうぞ，よろしくお願いいたします。 

○今年度の体育大会は，4 月 29 日（水）に予定しておりましたが，

新型コロナウイルス感染症の影響により，10 月 17 日（土）に，予備

日を 18 日（日），振替休業日を 19日（月）に延期しました。 

 


