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平成25年4月号栃木市立都賀中学校だより

〔入学式〕
月 日(月)平成 年度入学式が4 8 25

。都賀中学校体育館で挙行されました
66 67今年度の新入生は男子 名 女子、

名、計 名です。多少緊張気味の133
顔つきで入場してきた新入生は、在
校生保護者の皆様の温かい拍手で迎
えられました。教育目標「自ら学び

考え行動する生徒」の意味を校長から式辞の中で教えられ、
都賀中生としてのこれからの生活に対し、だれもが自覚し行
動してくれることと思います。

〔卒業生の来校〕
先月 月に卒業した卒業生3

が、高校に入学したことの報告
に来校してくれました。真新し
い制服に身を包んで、まさしく
ピカピカの高校 年生です。高1
校生活でも、都賀中卒業生とし
て立派に活躍してください。

〔平成 年度都賀中職員組織〕25
校 長 鈴木 正俊 保健主事 三島木晃子 日向野少麗学校生活支援員

教 頭 舘野 美晴 司書教諭 大出 ゆき 望月 里紗学校生活支援員

教務主任 小野 真己 板倉 育子 中野 浩美特別支援学級 学校図書館司書

事務長 伊與部雅紫 富永 早苗 用務員 山本美枝子特別支援学級

野尻 聡美 養護教諭 三島木晃子 江口 悠進路指導主事 スクールカウンセラー

ダスティン・ケクタ生徒指導主事 石田 正彦 学校栄養士 山根 教子 ＡＬＴ
増山 克己 学校栄養士 高木 貴子学習指導主任

第 １ 学 年 第 学 年 第 学 年2 3

主 任 科学 主任 技 剣道 主任 国 バド名渕 央子 酒井 好正 石塚 信年理数

森田 聡 増山 克己 野球 野尻 聡美 バスケ1 1 1理 英 社男バスケ

学 家 学 音 学 数 卓球2 2 2鈴木 健史 藤平寿美子 吹奏楽 和久井達也女バスケ

上野 宜子 清水 晴美 牧野 昌子 卓球担 国 担 理 科学 担 英3 3 3吹奏楽

男テニス 女テニス4 4 4渡部 智裕 上田 絋史 バド 日向野弘昭数 保体 国

副担 国 美術 副担 社 副担 美 美術峯崎 正法 望月 里紗 久保 治

副担 日向野少麗 ※ 板倉 育子(女バレー) 富永 早苗(男バレー) 石田 正彦(サッカー) 小野 真己(ソフトテニス)

※ 峯崎 正法(特設柔道) 三島木晃子(バドミントン)
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〔新任教職員〕
教頭(数学) 美術科教諭教務主任(社会)

たての みはる おの まさみ くぼ おさむ

舘野 美晴 小野 真己 久保 治
同校昇格 石橋中 大平南中
国語科教諭 数学科教諭 数学科教諭
みねざき まさのり わたべ ともひろ わくい たつや

峯崎 正法 渡部 智裕 和久井達也
新規採用(野木中)藤岡一中 栃木西中

養護教諭 学校栄養士 英語科講師
みしまぎ あきこ やまね のりこ うえの のりこ

三島木晃子 山根 教子 上野 宜子
国府北小 大谷中新規採用(横浜星川小)

学校栄養士 保体科講師 家庭科講師
たかぎ たかこ うえだ ひろふみ すずき たけし

高木 貴子 上田 絋史 鈴木 健史
小山二中 乙女中 小山北桜高
特別支援員 特別支援員
ひがの しょうれい もちづき りさ

日向野少麗 望月 里紗
家中小 山梨丹波小

〔校庭整備終了〕
昨年 月から行われていまし9

3た校庭整備工事が無事終了し、
月 日に正式に引き渡しが行わ29
れました。ダックアウト付きの
すばらしいバックネットや南校
門には真新しい校名のプレート
が設置されました。また、将来緑多い学校になるよ
うソメイヨシノやモミジバフウ等の木が植樹されま
した。今後の成長が楽しみです。

〔授業開始〕
月 日(火)より早速4 9

授業が開始されました。
まだまだ中学校に慣れな
い新 年生は、多少緊張1
した雰囲気で学級活動に
取り組んでいました。学
級委員長や係活動を決め
たり、学級目標を決めた
りしていました。

15 9:00 1m 0.096 Sv/h〔今月の放射線量〕 4 月 日 晴 地上 μ生徒昇降口入口

※学校だよりを発行して 年が経過し、地域の方々が熱心に読んでくださることに感謝いたし1
ます。いろいろなご意見をいただきましてありがとうございます。今年度から 版表裏印刷A4
とし、文字サイズを大きくしました。よろしくお願いします。


