
               学校だより №１ 

                            令和２年４月６日発行 

坂 町 立 坂 中 学 校 

校長  正岡  秀史 

 

令和 2 年度 1 学期のスタートです。 
 

学校長より ― 年度初めに当たって － 

 

着任教職員紹介 
校 長  正岡 秀史  坂町立坂小学校より 

教 諭  山本 勝正  庄原市立高野中学校より（社会） 

教 諭  荻野 彩華  呉市立呉中央中学校より （社会）     

教 諭   平畒 勝也  東広島市立中央中学校より（数学） 

教 諭  菅原 仁美  府中町立府中中学校より （数学） 

教 諭  松浦 美香  江田島市立能美中学校より（英語） 

講 師  森島和久子  熊野町立熊野中学校より （理科） 

講 師  前田 知佳  熊野町立熊野中学校より （英語） 

講 師  大迫 直美   

介助員  平本真莉菜   

日本語指導  中土井かおり  

 

 

 新年度がスタートしました。 

 私は、校長の正岡秀史（まさおか ひでし）です。私事ですが、私は、民間企業に 

数年間勤めた後、廿日市市の中学校４校に数学の教員として１６年間勤務し、県・市教 

育委員会の職員として９年間学校現場を離れた後、平成２９年度に坂町立坂小学校長に 

着任しました。そして、今年度から坂町立坂中学校の校長となりました。 

 さて、ご存じのとおり、新型コロナウイルス感染症が世界的に猛威を振るっており、 

非常に心配な状況が続いています。学校としても、感染症拡大防止のため、３月２日か 

ら坂町内すべての公立小・中学校で臨時休校としていましたが、国から「学校再開ガイドライン」が示されたこ

とを踏まえ、本日から４校そろって学校を再開いたしました。久しぶりに子どもたちの笑顔と元気な声に接する

ことができ、とてもうれしく思っています。 

 学校再開後は、密閉空間、密集場所、密接場面を避けるなど、感染症拡大防止に取り組んでまいります。特に、

給食の時間では、机を向かい合わせずにせずに会話を控えるとともに、授業では近距離で会話をしないなど、で

きる限りの配慮をしてまいります。また、手洗いなどの指導も徹底してまいります。 

 なお、今後の感染症の状況によっては、予定を変更する場合があります。本校ホームページや一斉メールで随

時お知らせをしていきます。一斉メールについては、後日再登録が必要ですので、別プリントで必ずご確認くだ

さい。 

 また、子どもたちの安全な環境を整えるため、保護者の皆様に色々とお願いすることがございます。ご家庭に

おかれましては、まずは、不要不急の外出を控えたり手洗いを繰り返し行ったりするなど、お一人お一人が感染

症にかからないような行動を取っていただきますようお願いします。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げま

す。 

 一人一人の生徒のため、教職員一同「本気」で取り組んでまいります。そして、「感動」ある学校をめざしま

す。ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

校 長 正岡 秀史   

      

 

平成 31 年 3 月に寄付していただきました
桜の木が可愛らしい花をつけました。 

【平成 31年 3月植樹】 



＜部活動コーチ＞ 

サッカー部 垰本裕太郎 

野球部 北倉 賢治 

ソフトテニス部   秋山 明美 

水泳部 難波由美子        

剣道部 元長恵里子 

柔道部 小末  茂 

 

令和２年度学校体制 
 

校  長  正岡 秀史   教  頭  山田 道子   事 務 長  坂口 豊重 

１年１組担任  難波 未来  英語  バレーボール部【１学年主任】 

１年２組担任  平畒 勝也  数学  男子バスケットボール部  

１年３組担任  古賀 安奈  国語  剣道部  

１年４組担任  大掛 真実  保体  陸上部 

１年 副担任  山本 勝正  社会  陸上部 

１年 副担任  菅原 仁美  数学  バレーボール部    

２年１組担任    倉本 法子  国語  芸術部（卓球部）【研究主任】 

２年２組担任  山田 稔大  数学  男子バスケットボール部 

２年３組担任  髙田 汰華  保体  女子バスケットボール部 【２学年主任】 

２年 副担任  下城香代子  英語  吹奏楽部（柔道部）【教務主任】 

２年 副担任  荻野 彩華  社会  卓球部  

３年１組担任  播本 志保  国語  芸術部（剣道部）【３学年主任】 

３年２組担任  齋藤 亮子  音楽  吹奏楽部 

３年３組担任  川田 翔大  技術  野球部  

３年 副担任  前田 大輔  数学  サッカー部 【生徒指導主事】  

３年 副担任  松浦 美香  英語  柔道部 【特別支援教育 Co】   

そらいろ１担任   川原 一則  社会  ソフトテニス部 【特別支援教育 Co】 

そらいろ２担任    川下 泰子  英語  科学部（ソフトテニス部）  

そらいろ副担任  桑井 一姫  家庭科 科学部（水泳）  

難聴学級担任  田 真之  理科  水泳部 【進路指導主事】 

そらいろ担当  森田 康弘  社会 

        宮尾 圭一  理科  

        前田 知佳  英語  ※ 7 月よりそらいろ２の担任となります。 

養 護 教 諭    金本 多美   【保健主事】 

 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ   三宅  舞 

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 好村 光雄 

ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 畑宮貴美子 

主 事      酒井真乃補(陸上部)              

用務員       中洲みどり 

 介助員      梶  靖子 

介助員      冨山麻彩美 

介助員       平本真莉菜 

 

保護者の皆様へ 
 ○ 「健康観察カード」による健康観察を行います。必ず登校前に、ご家庭で検温し、その他の確認事項とと

もにご記入ください。「保健だより」をご覧いただき、感染症対策にご協力ください。 

 ○ 9 日（木）からメール配信の更新（登録）を行っていただきます。このような状況ですので速やかに手続

きを行っていただきますようお願いいたします。プリントは 9 日に配付します。 

 ○ PTA の役員決めは、提出していただいた希望票をもとに本部で決め、役員決定会はしないこととします。 

 ○ 「密閉空間、密集場所、密接場面」を避けるため、18 日（土）の参観日は行いません。PTA 総会につい

ては資料の配付をもって行う方向で調整中です。また 5 月に行う予定の 1 年生宿泊合宿については、生徒

の安全を第一に考えて、延期あるいは中止の方向で決定していきます。ご理解、ご協力をよろしくお願いし

ます。 

 ○ 家庭科の最初の授業で、手作りマスクを各自 1 枚、宿題でもう 1 枚の計 2 枚を作る予定でいます。ガー

ゼ・ゴムの材料の入手が困難な中で、何とか調達できたもので作成することと、費用を教材費に入れさせて

いただくことをご了承ください。 

＜講師＞ 

美術 成尾 勝己 

美術 早川 みゆき 

理科 森島和久子 

英語 松本 受娟 

ALT Kimberley Jayne Allinson   

 日本語 中土井かおり 

教育相談  大迫 尚美 この他に部活動や様々な活動で、地域、保
護者の方にもお世話になります。よろしく
お願いいたします。 


