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８５名の新入生のみなさん、ようこそ光中学校へ。みなさんの入学を職員一同心待ちにしていまし

た。きっと、みなさんは「がんばろう」と夢や希望に満ちあふれて、校門をくぐったと思います。そ

の気持ちを大切に、光中学校生として精一杯がんばってください。もちろん、新しい生活に対して不

安な気持ちもあると思います。しかし、心配しないでください。少しでも早くその不安がなくなり、

みなさんの無限の可能性を広げていけるように、学年職員でサポートしていきたいと思います。１学

年８５名の仲間全員で協力し、成長していきましょう。 

 保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。子どもたちは３年間の中学校

生活で心身ともに大きく成長していきます。また、急激な成長に対して気持ちが不安定になりやすく

もあります。家庭・地域・学校と、お互いに協力して、お子様の成長に関わっていけたらと思います。

長いようで短い３年間です。常に将来を見据え、共に歩んでいきたいと思います。今後ともよろしく

お願いいたします。 

 

※仮入部期間…４月１３日（火）～２３日（金）の放課後 

入部届提出期間…４月１９日(月)～２３日(金) 

 

年度初めに学校に提出する書類です。種類が大変多くなっています。ご確認の上、記入・押

印をし、提出していただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

【保健関係】〇保健調査票 〇結核問診票 〇食物アレルギー調査票 

〇運動器検診問診調査票 

※配付時同様、上記 4 部をクリアファイルに入れて提出してください。 

【その他】 〇個人調査票 〇スポーツ振興センター同意書 

〇生徒個人情報の取り扱い 〇自転車通学申請許可書 

※上記○はすべて１３日（火）まで   

●合理的配慮の申し出 １２日（月）まで 

国 語 社 会 数 学 理 科 英 語 

真壁 弘光 
岩井 奈月 

田口 大河 
内田 広 尾髙 有輝 

川津 靖子 

ジム・ウィリアムズ 

音 楽 美 術 技 術 家庭科 保健体育 

麻生 夢乃 

押尾 のぞみ 
山田 聖子 顧 篤範 淺野 恭子 

谷 友輝 

北田 昌之 

陸上 サッカー 野球 テニス バスケ男 バスケ女 

顧 篤範 

淺野 恭子 

田口 大河 

浪越 宮里 

北田 昌之 

今井 宏明 

谷  友輝 

寺本 慎吾 
尾髙 有輝・角埜 達哉 

バレー 卓球 剣道 吹奏楽 美術 ボランティア 

三橋 諒輔 

村井 佐代子 

内田 広 

川島 由香 

真壁 弘光 

川津 靖子 

麻生 夢乃 

押尾 のぞみ 
山田 聖子 岩井 奈月 

 

４月の行事予定 

最終下校時刻（部活動参加時） 

～２３日まで  １７：１５ 

２６～３０日    １８：００ 

月 火 水 木 金 土 日 

５ ６ ７ ８ 9 １0 １1 

    入学式   

１2 １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

学年日課 ⑤⑥新入生

歓迎会 

全校評議会 

身体測定・運動器

検診・聴力検査 

防災訓練 

専門委員会 

歯科検診 

臨時全校評議会 

新日課開始 

金①②③④⑤⑥ 

  

19 ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

月①②③④⑤ 

 

 

火①②③④⑤⑥ 

臨時専門委員会 

 

水①②③④⑤⑥ 

保護者会 

（授業参観） 

学年学級ＰＴＡ 

臨時評議会 

木①②③④⑤ 

家庭訪問 

金①②③④⑤ 

全校評議会 

家庭訪問 

春季大会 春季大会 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ５/1 5/2 

月①②③④⑤ 

尿検査１次 

火①②③④⑤ 

専門委員会 

尿検査１次 

（予備日） 

家庭訪問 

水①②③④ 

⑤⑥交通安全教室 

昭和の日 

春季大会 

金①②③④⑤⑥  

 

 

 

 

5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 

憲法記念日 みどりの日 こどもの日 木①②③④ 金①②③④ 

⑤⑥生徒総会 
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☆町教育委員会から 

町では、経済的な理由で就学が困難な児童生徒のご家庭に対して、学用品費などの費用

の一部を援助しています。援助を受けるためには申請が必要です。（所得によっては援助

の対象とならない場合があります。）援助を希望される方は、学校を通じて申請をしてい

ただきますので、担任に連絡してください。 

１学年職員紹介 

１学年主任・1 組担任 顧 篤範（技術科） 

ご入学、おめでとうございます。顧（かえり）篤範（あつのり）と申します。 

新たな一歩を踏み出したみなさんにふさわしい言葉を紹介します。 

「蒔いたものしか刈り取ることができない」（Ｒ．コヴィー「農場の法則」） 

３年後にどんなものを収穫するか、どんな物語が完成するか、これからのみなさん 

次第です。 

１学年８５名＋学年職員６名＝総勢９１名、一丸となって、素晴らしい学年をつく 

っていきましょう。よろしくお願いいたします。 

２組担任 尾髙 有輝（理科） 

ご入学おめでとうございます。みなさんと会える日を心待ちにしていました。これか

らの１年間はきっと新しいことの連続で、みなさんは大きく成長していくと思います。

みなさんに負けないよう、自分自身も成長していきたいと思っています。 

 私の趣味は、熱帯魚やメダカの飼育です。飼育するなかで、「なぜ温度の変化に敏感

なのだろう？」という疑問や「子どもを産む魚もいるんだ！」と新たな発見もあります。

身近な不思議や発見は理科につながっていきます。いっしょに不思議を解決していきま

しょう！１年間よろしくお願いいたします。 

 

３組担任 川津 靖子（英語科） 

 ご入学おめでとうございます。１年３組の担任になりました川津靖子（かわつやすこ）

です。私はこの４月に光中学校にやってきました。光中学校１年目、そしてフレッシュ

な１年生のみなさんとの出会い…今、とてもワクワクしています。 

さて、中学校は『自分探しの場所』です。自分から進んでいろいろなことに挑戦し、

友だちと助け合ったり困難を乗り越えたりしながら、みんなで一緒に成長していきまし

ょう。仲間と「共にのびる」みなさんを、全力で応援します！１年間、どうぞよろしく

お願いいたします。 

ひかり担任 山田 聖子（美術科） 

はじめまして！やまだ さとこ と言います。 

生き物大好き！毒がなければヘビでもクモでもトカゲでも、何でも素手で捕まえます。 

自宅ではヨウムという大型インコを飼っています。しゃべります。 

趣味は登山、合唱。特技は似顔絵・・・かな。 

授業や学校生活をとおして楽しいお話たくさん聞かせてください！ 

よろしくお願いします。 

副担任 田口 大河（社会科） 

１年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。１学年副担任になりました田口 

大河です。中学校での生活に胸を躍らせているであろうみなさんと、たくさんの経験 

をし、一緒に成長していくことを楽しみにしています。周りにいる友達との１日１日 

を大切にし、みんなが楽しく安心して過ごすことのできる学校をつくっていきましょ 

う。１年間よろしくお願いします。 

副担任 真壁 弘光（国語科） 

 ご入学おめでとうございます。中学生として新しいことばかりの日々が始まります

ね。私も今年度より光中学校に着任したので、新しい環境での日々を過ごしています。 

新しい環境の中、今までとは違うことをするためには多くのエネルギーが必要になり

ます。出し惜しみなどせず、思い切りやってみてください。きっと充実した１年になり

ますよ。ともに楽しく学んでいきましょう。 
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