
 

 

 

 

 

 

  桜は毎年と同じように花を咲かせ，空はこんなに青いのに，あまりに例年と違う年度の開始に少

し戸惑っています。令和２年４月8日の就任式・始業式は放送で，４月９日に入学式は新入生と保

護者，在校生代表と教員で行わせていただきます。新型コロナウイルス感染症の患者が全世界で１

３１万人，日本においても７都府県の緊急事態宣言が発令されました。１２月まではだれもこんな

事態になるとは思っていませんでした。感染症の拡大を防ぐために，現在，私たちができることを 

精一杯行っていきたいと思います。 

令和２年度は，１０５名の新一年生を迎え，全校生徒３８２名でスタートします。 校長の池田

稔彦（いけだとしひこ）と申します。趣味は旅行と料理，美味しいものを食べることです。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 さて，本校の校訓は「感・考・行」，教育目標は「感じ気づき，自分の頭で考え，主体的に学び，

行動できる生徒の育成」です。 

生徒が大人になったとき，社会を生き抜いていくためには，「自分の頭で考え，より良く判断し，

行動する」ことが大切になると思っています。何となく流されて，自分の考えもないまま社会を生

きていくのではなく，「自分はこうありたい。」，「そのためには，こんなことが必要だから，いまこ

んな努力をする。」自分の頭でしっかり考えてほしいと思います。壁にぶち当たった時にも，様々

な方法を自分の頭で考え，「課題解決」してほしいと思っています。 

また，一生懸命に全力を出し尽くし，より幸せになる方向に行動していると必ず幸せはやってく

ると思っています。そして，それが人生を切り拓きます。安全・安心な学校で，しっかり考える事

ができるようになり，一生懸命物事に取り組み行動することができるそんな生徒を育てたいと思っ

ています。 

さらに，本年度は「主体的に学び」という目標を付け加えました。「主体的とは」＝「ある行動

や意見などをなすとき、自分の意志や判断によって働きかけるさま」です。例えば，「釣り」が好

きな人は，自分からネットで調べたり，本を探して参考にしたりします。イラストを描くことが好

きな人は，実際に描いて練習したり，人に見てもらったりすると思います。これを教科の授業でも

やってほしいと思います。「主体的」は今後の教育のキーワードになります。 

新１年生は公立高校入試で自己表現カードを作成し，「面談」での自己表現を行います。もちろ

ん，２・３年生も「主体的に学ぶ」ことによって，学習内容の定着は飛躍的に向上します。特に，

入試等で差がつく文章題や活用問題の差は大きくなると思います。 

 もう一つの例ですが，教室に入ると暗い中に多くの生徒がいるのだ

けど，だれも電灯をつけないでいる。そんな時に電灯をつける。これ

ができるかどうかだと思っています。また，自分から挨拶ができるこ

とだと思っています。主体的に学ぶ，行動する生徒を育てていきます。 

２0 年後の世の中で通用する学力をつけることができ

るように，廿日市市の未来を創造できるよう，教職員一

丸となって指導してまいります。ご理解，ご協力よろし

くお願いいたします。 
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令和２年度七尾中学校教職員一覧 ◎は本年度異動してきた教職員です。 

 

 

職名等 氏  名 教 科 担当学年 主任等 部活動 

校 長 池田 稔彦     

教 頭 ◎伊豆田 智子   総 務  

事務主幹 平林 裕美   ※事務長 山口美由紀（金剛寺小）  

指導教諭 生田 泰文 美術 ３年副担任 生徒会担当 剣道 

教 諭 岡本 浩子 国語 １年副担任 教務主任 美術 

教 諭 久保 州司 数学 １年１組担任 1 学年主任 サッカー 

教 諭 森田 翔太 社会 １年２組担任 校務支援システム担当 男子バスケット 

教 諭 ◎山崎 学肖 英語 １年３組担任 グローバル教育推進担当 陸上 

教 諭 舘野 晃一 保健体育 ぎんが学級担任 特別支援教育コーディネーター バレーボール 

教 諭 ◎原田 優次 理科 1 年副担任  ソフトテニス 

教 諭 渡邊 悦久 保健体育 ２年１組担任 ２学年主任，体力づくり推進リーダー 陸上 

教 諭 村 節子 音楽 ２年２組担任 道徳教育推進教師，文化祭実行委員長 吹奏楽 

教 諭 髙本 充昭 技術 ２年３組担任 研究主任 軟式野球 

教 諭 佐々木 満子 国語 ２年４組担任 読書活動推進，図書館教育担当 グローバル文芸書道 

教 諭 ◎中山 智尋 英語 ２年副担任 グローバル教育推進担当 バレーボール 

教 諭 ◎住吉 秀太 理科 ２年副担任 学校ホームページ担当 柔道 

養護教諭 正兼 庸子 養護 （2 学年所属） 保健主事，教育相談担当 （男女バスケット） 

教 諭 榮谷 嶺 数学 ３年１組担任 ＩＣＴ活用教育推進リーダー 軟式野球 

教 諭 中冨 浩典 保健体育 ３年２組担任  サッカー 

教 諭 岩井 恵 家庭科 ３年３組担任 ３学年主任 ソフトテニス 

教 諭 土手 美代子 英語 ３年４組担任  家庭科（柔道） 

教 諭 今村 毅 音楽 すばる学級担任 進路指導主事 吹奏楽 

教 諭 森脇 貴 社会 ３年副担任 生徒指導主事 女子バスケット 

講 師 安田 美喜雄 国語３年  

体罰・セクシャルハラスメント相談窓口 

いじめ等こころの相談窓口 

 ・体罰（叩かれたり蹴られたり） 

 ・セクシャルハラスメント 

(触られる・わいせつな発言等) 

 ・いじめ 等 

で心配なことがあれば，次の担当に連絡をしてください。プ

ライバシーの保護には十分配慮します。 

また，不安なこと，悩んでいることについても，相談にの

ります。安心してご相談ください。 

   担当： 教頭     伊豆田 智子   

養護教諭   正兼 庸子 

生徒指導主事 森脇 貴 

   電話：（０８２９）３２－８２００（七尾中） 

講 師 中野 渉 社会２年 

講 師 ◎藤井 和恵 数学２年 

講 師 ◎田丸 茂 技術１年 

講 師 ◎佐藤 博子 家庭科１年 

講 師 山本 美佳 英語２年 

ALT Thomas LANG 

スクールカウンセラー 松尾 良和 

読書活動推進員 藤田 清華 

子どもつながり支援員 岡谷 幸恵 

子どもつながり支援員 ◎高田 早百合 

教務事務支援員 岩﨑 美恵 

学校技術員 稲田 昌利 

学校技術員 納田 富士夫 

学校買店 辰井 桂子 

・学校だよりなどで，生

徒や保護者の写真や氏

名を掲載することがあ

ります。また学校だより

はホームページに掲載

します。写真や氏名の掲

載を望まれない方は，そ

の旨，学校までお知らせ

ください。 

・お願い：働き方改革の

ため，学校への電話は午

後６時までにお願いし

ます。（緊急を除く） 

【教育活動等再開に向けて 保護者の皆様へのお願い】 

・お子様に発熱（３７．５度以上）等の風邪の症状（咳，鼻汁，咽頭痛，頭痛等）がみられる場合は，自

宅で休養させてください。 

・このことを徹底するために，毎朝登校前に，検温，体調不良の有無の確認をしてください。風邪の症状

がある場合は，登校させず，自宅で休養させてください。 

・学校でも，登校した児童生徒には健康観察を行い，風邪の症状がある場合は保護者に連絡し，早退して

いただきます。（これらの自宅での休養は，欠席，早退とせず，出席停止，特別欠課として扱います） 

・ウイルスへの抵抗力を高めるために，十分な睡眠，適度な運動，バランスの取れた食事等，免疫力を上

げる取組をご家庭でお願いします。 

・学校でも指導しますが，普段から手洗いや咳エチケットを徹底するようご指導ください。また，マスク

の着用にご協力ください。（音楽の歌唱や，小グループでの話し合いなど，マスクがないと実施できない

教育活動があります） 

・握手など，友だちと直接肌が触れるような行為や，ものを貸し借りするなど感染するリスクのある行為

を行わないようご指導ください。 

・３つの留意事項（換気の悪い密閉空間，多くの人が密集，近距離での会話や発声）が同時に重なること

を徹底的に回避しますので，ご家庭でも意識してください。 

・至近距離でマスクなしで話したり，大きな声を出したり，歌ったりする行為は，飛沫が飛び，感染する

リスクが高くなるので，行わないようご指導ください。 


