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                             校 長  阿多石 英樹 
 今回の異動で曽於市教育委員会から参りました阿多石です。どうぞよろしくお願いいたします。  

新学期が始まり，１か月程が過ぎ，初夏の訪れを感じる時季となりました。入学式では，緊張し

ていた新入生も徐々に中学校のリズムにも慣れ，学習や部活動に意欲的に取り組み始めています。 

さて，赴任前に数名の知人から陵南中は，「すばらしい環境で，生徒たちが生き生きと活動して

いる学校ですよ。」と聞いてきました。１か月が過ぎ，最近，学校生活の様々な場面で，知人から

言われたことの意味を実感するようになってきました。 

先日の全校集会での出来事です。「朝の挨拶」をする場面では，全校生徒の前に生徒会長が立

ち，私と向かい合い，挨拶を交わすのですが，事前に打ち合わせをしていなかったため，お互いの

挨拶のタイミングが合いませんでした。集会が終わるとすぐ，会長が私の所に走ってきて，「打ち

合わせができていなくて，申し訳ありませんでした。」と・・。その表情や言葉は，謝罪と恐縮が

入り混じりながらも，相手に心が伝わるとても丁寧なものでした。「こんなにも素早く，心ある対

応ができる大人がどれだけいるだろうか・・。」ほんの一瞬のできごとではありましたが，知人か

ら聞いていた陵南中のすばらしさを実感するに十分な出来事でした。今後もこのような感動体験が

続くと思うととても幸せな気持ちになります。147 人の生徒たちと出会えたことに感謝し，精一杯

がんばりたいと思いますので，本校の教育活動への御協力と御支援をよろしくお願いいたします。 

無限の可能性を秘めた陵南中学校の生徒たちが，さらに高みを目指し，一層成長していくため

に，本年度の「学校教育目標」と「目指す学校像」「目指す生徒像」「目指す教師像」を以下のよ

うに定めました。 

 

学校教育目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
定期人事異動により下記の職員が転入いたしました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

職 名 氏  名 学年・教科 前任校等 

校 長 阿多石英樹  曽於市教育委員会 

教 諭 馬庭 大輔 1-2 担任，国 育休復帰 

講 師 宮永 賢太 1 年副担，数・理 三島村立片泊中学校 

教 諭 宮内 朋子 2-2 担任，英 奄美市立金久中学校 

教 諭 瀬戸口 緑 2 年副担，国・社 本校継続 

司書補 田中  唯  霧島市立陵南小学校 

支援員 羽嶋 里恵  霧島市立牧園中学校 

かけはしサポーター  日高 嘉子  本校継続 

※( )は特別支援学級在籍生徒数再掲 

学年・組 担任 男子 女子 計 

１年１組 藤﨑 13 13(1) 26(1) 

１年２組 馬庭 12 13 25 

あすなろ 地德  (1) (1) 

２年１組 池田 12 10 22 

２年２組 宮内 12 10 22 

３年１組 山下 12 14 26 

３年２組 本田 12(1) 14(1) 26(2) 

みやま 野﨑 (1) (1) (2) 

  73 74 147 

確かな学力，豊かな心とたくましい身体をもった生徒の育成 

【目指す学校像】 
○ 元気な挨拶・清掃が行き

届き・歌声が響く学校 

○ 学業と部活動に一生懸命

取り組む学校 

○ 家庭・地域と連携し，愛

される学校 

【目指す生徒像】 
○ 何事にも全力で取り組む生

徒 

○ 爽やかな挨拶ができる生徒 

○ 体力・気力づくりに励む生

徒 

○ 生徒会をはじめ，責任を果

たす学校 

【目指す教師像】 
○ 生徒を理解し，情熱をも

つ教職員 

○ 生徒と共に活動する教職

員 

○ チーム陵南中として互い

に磨き合う教職員 

着任の御挨拶 

転入職員等の紹介 平成 30 年度学級編制 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日はあいにくの悪天候に見舞われましたが，第 37 回入学式を厳かな雰囲気の中，執り行うことが

できました。大勢の来賓，保護者の方々の祝福のもと，51 名の入学生は堂々とした態度で入場し，担

任の呼名にも大きな返事で答えていました。いよいよ平成 30 年度が始まりました。最高学年の 3 年生

をリーダーに中堅学年の 2 年生がしっかりと支え，全校生徒 147 名で最高のスタートをきることがで

きています。本年度も陵南中学校の教育活動に御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

                            

新たなるスタート ～ 第 37 回入学式 ～ 

ＰＴＡ総会，学年･学級ＰＴＡ 生徒会･部活動オリエンテーション 

今年度は，初の土曜授業日開催でしたので，出

会者数などを心配しましたが，昨年度を上回る

85%の参加率でした。自由授業参観にも大勢の保

護者に参観していただきました。(特に１年生の

保護者の参加が多かったです。)その後のＰＴＡ

総会，学年･学級ＰＴＡでは，有意義な意見交換

などができ，ＰＴＡ活動もいいスタートがきれた

と思います。会終了後には，学級理事の方々が集

まり，早速，親会の日程調整をされていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小･中ＰＴＡ合同歓迎会 ５月の主な行事予定 

2 日(水)  交通安全教室(6 校時)          

7 日(月)  総合的な学習の時間ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

8 日(火)  生徒総会(5,6 校時) 

ＰＴＡ専門部会(19:00～) 

9 日(水)  3 年生実力テスト(～10 日) 

10 日(木)  1 年生内科検診 

11 日(金)  1 年生自然講和(5,6 校時) 

12 日(土)  土曜授業，校内スケッチ大会 

14 日(月)  ノー部活動デー 

16 日(水)  歯科検診(2 年 1 組,1 年生) 

17 日(木)  防災訓練(6 校時) 
18 日(金)  2 年生平和講話,耳鼻科検診,2 年親会  

22 日(火)  2 年生内科検診 

24 日(木)  3 年生高校説明会(～25 日) 

2 年生平和学習フィールドワーク 

1 年生ジオパーク学習 

 25 日(金)  3 年親会 

30 日(水)  歯科検診(2 年 2 組,3 年生) 

31 日(木)  地区中体連陸上大会 

ＰＴＡ専門部会のお知らせ 

  陵南小学校ＰＴＡと合同でＰＴＡ主催の転入職

員歓迎会が開かれました。当日は多くの保護者の

方々が参加して下さり，会場のあちこちで話に花

が咲き，笑い声が絶えないとても楽しい会になり

ました。役員の皆様,ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

先週，案内のプリントを配布しておりますが，

５月８日(火)の 19:00 よりＰＴＡ専門部会を開催

します。当日は，年間活動計画の確認や活動の分

担を行いますので，御多用とは存じますが，御出

席をよろしくお願いいたします。駐車場は，弓道

場前です。陵南小側の正門からお入り下さい。 

 

 

 

  生徒会役員が，春休み中から，時間をかけて準備

をしてくれた各専門部の活動内容のプレゼンテーシ

ョンと寸劇「陵南中学生の１日」，そして各部活動

の工夫を凝らした紹介に，1 年生は目を輝かして見

入っていました。陵南中学校は，生徒会活動，部活

動ともに大変活動が活発で，生徒たちは一生懸命取

り組んでいます。今年度も昨年度以上に盛り上がっ

ていきますので，楽しみにしていて下さい。また，

応援等もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


