
 

 

 

 

 

 

 
 

校庭の桜の木が満開となり，新年度の新たな門出を祝ってくれました。令和４年度がスタートした今日，教職

員一同メンバーが入れ替わり新たな気持ちで生徒の前に立ちました。生徒の皆さん，保護者・地域の皆さま，今

年度も海田中学校をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

【教職員紹介】 

 

 

 海田中学校通信            
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令和 4年度 海田中学校スタートします！ 
 

【学級数】1 年 5 クラス  2 年 5 クラス  3 年 4 クラス  特別支援 3 クラス 

【生徒数】 496 人    【教員数】  58 人 

【学校教育目標】 「考え，実践する生徒の育成」～自律・尊重・挑戦～ 

緊急メール配信の登録のお願い 

11日(月)に「緊急メール配信サービスの登録につ

いて」のプリントをお配りします。4月 15日(金)に

テスト配信を行いますので，14日(木)までに登録を

お願いします。 

職名 氏　　名 教科 年組 部活動 校務分掌 職名 氏　　名 教科 年組 部活動 校務分掌

校長 河北　光弘 教諭 松村  健 英語 ３年１組 バスケット男子 教務主任

教頭 山田　道子 教諭 井村  浩輔 理科 ３年２組 剣道 研究主任

事務長 用免　陽子 教諭 西本 真実子 保体 ３年３組 バスケット女子 ３学年主任

主幹教諭 二藤　温子 国語 （水泳） 教諭 佐伯　光信 音楽 ３年４組 吹奏楽 生徒指導

教諭 安部　里音 社会 1年1組 野球 生徒会 教諭 中坊　浩之 社会 ３学年 吹奏楽 進路

教諭 平田　祐美 国語 1年２組 卓球 研究 教諭 北橋　拓大 数学 ３学年 テニス女子 生徒会

教諭 住吉  秀太 理科 １年３組 卓球 教務 教諭 平岡　実 技術 ３学年 科学技術 進路指導主事

教諭 佐々木 依里 英語 1年４組 ソフトボール 環境保健 教諭 岡  由似 家庭 ３学年 家庭科 食育担当

教諭 聖川　裕太 数学 1年5組 サッカー 1学年主任 教育指導員 渡邉　智恵 英語 ３学年

教諭 木村 聡一郎 国語 １学年 陸上 生徒指導 教諭 三國  唯 特別支援 くすのきA ソフトテニス 進路

教諭 八谷　靖裕 道徳・社会 1学年 柔道（陸上）
道徳教育推進リー

ダー
教諭 中田　佳史 特別支援 くすのきB 卓球 特別支援・教育Co

教諭 山田　雄三 数学 1学年 ソフトボール 保健主事 教諭 津村　直美 特別支援 くすのきC （美術） 教務

少人数プロ 友田　勝士 数学 1学年 教育相談員 林谷　由華 すずらん

教育指導員 金子　健太 保体 1学年 陸上 教諭 山本　葵 通級 剣道 環境保健

少人数プロ 川戸　結衣 英語 １学年 教諭 熊本　文香 通級 放送 研究

教諭 住吉  真也 保体 ２年１組 バレー 生徒会 新採拠点校指導員 梶山　幸範 教務

教諭 湖山　果林 美術 ２年２組 美術 進路 養護教諭 葛原  昭子 環境保健

教諭 河野　圭佑 数学 ２年３組 バスケット男子 教務

教諭 上田　和浩 国語 ２年４組 放送 教務 特支複数 中川　由佳 ICT推進員 市川　拓郎

教諭 川勝  広美 理科 ２年５組 テニス男子 ２学年主任 日本語指導 浜住 美智子 ICT推進員 山岡　拓也

教育指導員 岡田　均 社会 ２学年 教育上特配 千葉　大雅 SSS 朝比奈 有美

教諭 村岡　主悦 数学 ２学年 野球 生徒指導 図書司書 菅　桃子 SC 川本 喜久子

教諭 中村　天咲 英語 ２学年 バスケット女子 環境保健 介助員 平上　貴子 SSW 志和　順子

介助員 小田原 由香 用務員 別所　文夫

給食配膳補助員 浅野間かおり ALT

競技力向上 大上　和行 剣道 ＰＴＡ売店 原田 美知代

競技力向上 山下　唱子 茶道



4月の予定 5月の予定 

1日（金） 春季休業(6日まで) 1日（日）   

2日（土）   2日（月） 3年生振替休日・修学旅行団代休 

3日（日）   3日（火） 憲法記念日 

4日（月）  4日（水） みどりの日 

5日（火）  5日（木） こどもの日 

6日（水）  6日（金） 生徒総会 

7日（木） 就任式・始業式・入学式準備 弁当（パンの注文可）

2・3年 PTA役員投票用紙配付 

7日（土）   

8日（金） 入学式 1年 PTA役員決定 2・3年午後登校 8日（日）   

9日（土）   9日（月） 生徒委員会打ち合わせ  眼科検診 

10日（日）   10日（火）  

11日（月） 部活動紹介・生徒委員会打合せ  給食開始 

メール配信登録開始  

11日（水） 生徒委員会 内科検診 

12日（火） 生徒会オリエンテーション  学級写真(3・4h) 12日（木） 全校朝会 

13日（水） 生徒委員会  13日（金） 心電図検査 

14日（木） 

 
14日（土） 安芸郡・江田島市春季総合体育大会 

15日（金） 交通安全教室(6h) テストメール(予定) 15日（日） 安芸郡・江田島市春季総合体育大会 

16日（土）   16日（月） 家庭訪問 

17日（日）   17日（火） 家庭訪問  

18日（月） 身体測定 PTA役員総会・PTA全体会・専門

部会(19：00)  

18日（水） 家庭訪問 (予備日) 

19日（火） 全国学力学習状況踏査(国・数・理) 安全点検  19日（木） 生徒朝会 安全点検  歯科検診 

20日（水） 内科検診 3年生修学旅行説明会 20日（金） ＰＴＡ運営委員会  尿検査二次 

21日（木） 生徒朝会  授業参観・学級懇談会・部活懇談会 21日（土）   

22日（金） 尿検査一次 眼科検診 全国学テ生徒質問紙調査 22日（日）   

23日（土）   23日（月）  

24日（日）   24日（火）  

25日（月）   25日（水）  

26日（火）   26日（木） 歯科検診 

27日（水） 修学旅行 27日（金）   

28日（木） 修学旅行 28日（土）   

29日（金） 昭和の日 修学旅行 29日（日）   

30日（土）   30日（月）   

  31日（火） 体育大会予行 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策への協力継続について（お願い） 
学校内において，３密の回避，マスクの着用，手指の消毒，常時換気を行っています。「感染源を絶つ」ために，

次の点について御協力の継続をお願いします。 

〇生徒又はその保護者，兄弟姉妹等の同居の家族に発熱等の風邪症状がみられる場合，登校させないでください。

この場合は「欠席」ではなく「出席停止」の扱いとなります。 

○生徒又は同居の家族が PCR 検査の対象となる場合は登校させないでください。また，必ず学校へ連絡をお願い

します。 

※感染が不安で休ませたい場合，地域の感染状況を踏まえ，出席停止扱いにできますので，学校に相談してくだ

さい。 


