
平成３０年度のスタート
８０名の新入生のみなさん入学おめでとう！ ２・３年生 進級おめでとう！

平成３０年４月９日（月）に、新入生８０名
を迎えて、平成３０年度の入学式が行われまし
た。
新入生は、緊張した面持ちの中にも、しっか
りとした姿勢とまなざしを持って入学してくれ
ました。
校長の私からは、学校生活の基本３原則であ
る「時を守り 場を清め 礼を正す」ことを意
識すること。また、「私という人間をどう仕上
げていくか、自分を育てるのは自分自身である」
ことを話しました。
来賓を代表して、ＰＴＡ会長の大塚高司様よ
り、祝福の言葉をいただきました。

生徒代表として、森 陽祐くんが歓迎の言葉
２・３年生もそれぞれに進級し、２年生は先輩 を述べたあと、新入生代表の岩﨑遙斗くんが

として、３年生は最上級生として、落ち着いた態 誓いの言葉を述べてくれました。
度で入学式に臨んでくれました。
４月１１日（水）には新入生歓迎会があり、

生徒会活動の紹介やそれぞれの部活動の紹介を行
いました。。

東 風
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教職員の定期異動について 平成３０年度 東中学校 教職員組織

お世話になりました（転出された先生） 校長 草野 光晴
教頭 水野 靖久 保体

校長 岩﨑 泰隆 先生（長浜西中学校へ） 〃 小倉 弘也 技術 (男子バレーボール)
教頭 別府 清和 先生（高月中学校 校長へ） 教務 古池 哲郎 社会 男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ
教諭 小倉 弘也 先生（長浜東中学校 教頭へ） １年主任 森田 智之 理科 科 学
教諭 早川実知子 先生（びわ中学校へ） １年Ａ組 西山 和磨 理科 男子ｿﾌﾄﾃﾆｽ
教諭 大久保博明 先生（教育集会所へ） １年Ｂ組 北村紗起子 英語 女子バレーボール
教諭 雀部 敬人 先生（木之本中学校へ） １年Ｃ組 山本 晃生 数学 男子バレーボール
講師 名内 裕真 先生（秦荘中学校 新規採用） Ｆ組 柴田 弘子 家庭 吹奏楽

１年所属 清水 正之 美術 美 術

よろしくお願いします（転入された先生） １年所属 川瀬 美香 数学 サッカー
２年主任 冨田 実郎 社会 女子バレーボール

校長 草野 光晴 先生（木之本中学校より） ２年Ａ組 松尾 祐季 保体 男子バレーボール
教頭 小倉 弘也 先生（長浜東中学校より） ２年Ｂ組 木谷 良平 音楽 吹奏楽
教諭 傍島祐三子 先生（長浜南中学校より） ２年Ｃ組 宮部 乙葵 英語 女子バスケットボール
教諭 山本 晃生 先生（長浜北中学校より） Ｅ組 吉野 弥生 英語 美 術
教諭 西山 和磨 先生（彦根東中学校より） ２年所属 長瀬 美帆 英語 男子バレーボール
教諭 清水 正之 先生（長浜西中学校より） ２年所属 藤井 慶紀 国語 野 球
教諭 門野 雄太 先生（新規採用） ３年主任 嶂南 芳雄 社会 野 球
教諭 長瀬 美帆 先生（ 〃 ） ３年Ａ組 三輪 真義 保体 サッカー

３年Ｂ組 傍島祐三子 国語 女子バスケットボール
３年Ｃ組 小山 智行 理科 女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ
Ｉ組 寺村 美鈴 保体 科 学

３年所属 伊吹 朋代 英語 女子ｿﾌﾄﾃﾆｽ
３年所属 門野 雄太 保体 野 球
ＡＬＴ ｱｲｻﾞｯｸ･ﾓｰｶﾞﾝ 英語
養護教諭 髙田真梨子
事務主査 阪田ひとみ

土田 要次 国語
非常勤 三上さとみ 英語
講 師 西脇 貴子 数学

谷村みさを 数学
小倉 三枝 日本語

図書館司書 北居 綾香
茶道講師 田中由美子

今年度より、自治会配布物の削減、印刷用紙の 吉井寿満子

経費削減のため、学校報の自治会回覧はいたし ｽｰｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 田中 泉

ません。今後はホームページ掲載と南･北郷里 給食配食員 南浮 博栄

まちづくりセンターでの掲示とします。 校務員 古川 尊之

ご理解のうえ、ご了承ください。 日直代行員 古川登志子

影山美重子

〈５月の行事予定〉
１ 火 家庭訪問③ １７ 木 春季総体
２ 水 家庭訪問④ １８ 金 春季総体 県吹奏楽祭
３ 木 憲法記念日 １９ 土 春季総体（予備日）
４ 金 みどりの日 ２０ 日
５ 土 こどもの日 ２１ 月 教育実習 ～ 6/8
６ 日 ２２ 火 １年生内科検診
７ 月 ３年実力テスト ２３ 水 茶道 ２Ｂ
８ 火 ２４ 木
９ 水 道徳参観授業⑤･PTA総会 茶道 1C ２５ 金 中間テスト①
１０ 木 ２６ 土 土曜授業･中間テスト② ･避難訓練
１１ 金 生徒総会⑤⑥ ２７ 日
１２ 土 ２８ 月
１３ 日 ２９ 火 ２年生内科検診・交歓スポーツ大会
１４ 月 部活なし ３０ 水 茶道 ２Ｃ 検尿２次
１５ 火 ３年生内科検診 ３１ 木 検尿２次
１６ 水 茶道 ２Ａ

平成３０年度も保護者の皆様と手を携えて、地域
の皆様の応援をいただきながら、本校の教育目標
である「ふるさとを想い 高い志を持ち 自ら学
ぶ 心豊かでたくましい生徒の育成」を目指して
取り組みます。どうぞよろしくお願いいたします。

ホームページをリニューアルしました！

新しいアドレスはこちら ↓

higashi-ms.nagahama.ed.jp/worrss/
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