
                                    

  

始まりを大切にしよう 
校 長  木 場  敏 朗 

いよいよ，笠利中学校の平成 31 年度が始まりました。５月からは「令和元年」となる記念すべき新しい年

です。本年度から校舎の改築も行われることになっていて，心がワクワクする年になりそうです。 

さて，本年度の笠利中学校は，１年生６人，２年生 14 人，３年生 13 人，計 33 人でのスタートとなりまし

た。 

生徒のみなさんには，新たなスタートにあたって，家族，友人，地域の方々など，自分に係わりのあ

る人たちに感謝するとともに，このような人たちとの絆を大事にして毎日を過ごしてほしいと思いま

す。人は一人では生きていけません。家族，友人，地域の方々など，周りの人たちの支えがあって生き

ているということを忘れずに毎日を過ごしてください。 

本年度のスタートに当たり，始業式で生徒のみなさんに次のような話をしましたので，一部ではあります

が紹介したいと思います。 

   『何事も，始まりがきちんとできるかどうかで，その後の展開が決まっていくものです。学校生活も

一緒です。１学期，４月，今週，今日という始まりの時期の生活をきちんと過ごすことができるかどう

かが，その後の学校生活の充実度につながります。 

   きちんとした生活を送るためには，「今，自分は何をすべきなのか」，「何をしなければならないのか」

をしっかりと考えることが重要です。  

そして，自分や集団の目標をもち，その目標を達成するために，今日をどう過ごすか，今週を，４月

をどう過ごすか，という計画を立て，しっかりと準備を行い，確実に実践していくことが大事です。 

   新しい学年のスタートであるこの４月に，しっかりとした目標をもち，目標達成に向けて日々の生

活を充実させてほしいと思います。』 
 

   まずは，この１学期を，みなさんが明るく元気に学校生活を送り，学習や運動に頑張るとともに，友

達との絆を強くしていけるよう「志」を高くもって生活してください。みなさんの頑張りと成長に期待

しています。  

 

 

平成 31 年 1 月に実施された，鹿児島学習定着度調査に関す 

る，県・地区・市の結果が３月に公表されました。 

本校の結果と共にお知らせいたします。本校現３年生の数 

学が県平均を 1.1 点下回ったものの，２・３年共に他の教科 

においては，市・地区平均を上回る結果となりました。課題 

のある教科については，個別指導を充実させるなどして生徒 

の学力向上に努めていきたいと思います。 

 

 

 上部校庭側，城前田集落側の２か所に「笠利中学校入口案内板」が設置されました。これはこの３月に卒業した，

第 71 回卒業生からの卒業記念品になります。笠利中学校に初めて来ら 

れる方から「笠利中の入り口を通り過ぎてしまいました・・・」とい 

う言葉を何回か耳にしていました。この看板のおかげで，これからは  

曲がるところを間違える方も大幅に減るものと思われます。看板を贈  

呈して下さった第 71 回卒業生とその保護者の皆様にこの場を借りて厚 

くお礼申し上げます。また，綺麗に設置して下さった豊工務店の皆様  

にも厚くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 31 年度 職員紹介】 

 平成 31 年度が始まるに当たり，本年度の職員を紹介致します。以下の職員で全生徒が健やかに成長して

いけるよう，最善を尽くしていきたいと思います。どうぞ，1 年間よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度鹿児島学習定着度調査の結果 

平成 31 年度 笠利中だより 

      赤嶺ケ丘  

 ４月号   平成 31 年４月 19 日（金）発行 

〒894-0622 奄美市笠利町大字笠利 1924 番地  TEL 0997－63－8114 

 

教科 国 社 数 理 英 平均
Ｈ30年度２年生 72.8 71.0 59.5 57.3 61.8 64.5
市平均 64.8 56.4 52.5 48.4 47.6 53.9
地区平均 64.4 53.3 54.5 47.1 47.5 53.4
県平均 67.4 51.1 60.6 50.2 51.7 56.2
市との差 8.0 14.6 7.0 8.9 14.2 10.5
地区との差 8.4 17.7 5.0 10.2 14.3 11.1
県との差 5.4 19.9 -1.1 7.1 10.1 8.3

鹿児島学習定着度調査(現３年H31．１実施)

教科 国 社 数 理 英 平均
Ｈ30年度１年生 64.2 72.2 66.1 65.8 79.9 69.6
市平均 59.4 63.7 55.4 55.1 73.2 61.4
地区平均 59.3 64.4 57.6 59.1 72.8 62.6
県平均 61.8 62.1 59.6 59.2 73.2 63.2
市との差 4.8 8.5 10.7 10.7 6.7 8.3
地区との差 4.9 7.8 8.5 6.7 7.1 7.0
県との差 2.4 10.1 6.5 6.6 6.7 6.5

鹿児島学習定着度調査(現２年H31．１実施)

４・５月の主な行事 

奄美市立笠利中学校は昭和 23 年４月に笠利村立第二中学校  

として設立され，本年度で創立 72 周年を迎えます。そして， 

4 月 8 日，第 72 回奄美市立笠利中学校の入学式が盛大に行われ 

ました。本年度の新入生は６名。ま新しい,少し大きな制服に 

身を包み，堂々と入場した姿はとても立派でした。奄美市教育 

委員会要田憲雄教育長先生や各集落の区長さん，民生委員の方 

々等，多数の来賓に見守られながら厳粛な雰囲気で行われまし 

た。ご参加いただいた来賓の方々にはこの場をお借りして厚く 

御礼申し上げます。そして，新入生の６名には，豊かな自然あ 

ふれる奄美，心優しい人々が集う笠利をさらに大切に慈しみ， 

郷土・先輩から多くのことを学んでもらいたいと思います。 

６名の更なる飛躍を心から期待しています。 

 

 

第 72回入学式が行われました！！ 

 

 新入生６名も新しく仲間入りし，平成 31 年度がスタートしました。1 年間 

をスタートするに当たり，「決まり事を確認し，より良い学校生活をおくれる 

ようにする」ことを目的として学校生活オリエンテーションを行いました。 

1 日の流れ，服装・身なりについて，定期テストの受け方，部活動の決まり， 

保健室の利用の仕方の 5 項目について，それぞれ担当の先生方から説明が行わ 

れました。1 年生にとっては笠利中の過ごし方を知る良い機会，在校生にとっ 

ては再認識する良い機会となりました。1 年生には早く中学校生活のリズムに 

慣れ，スポーツに学習に精一杯励んでもらいたいと思います！！ 

 

 

生活オリエンテーションが行われました！！ 

 ４月 12 日（金）に，交通安全教室・不審者対応訓練を行いました。交通安全教室では，一昨年 10 月から保

護者に義務づけられた「ヘルメットの着用」「保険の加入」を確認するとともに，「ぶ（ﾌﾞﾚｰｷ）た（ﾀｲﾔ）はし

ゃ（車体）べる（ﾍﾞﾙ）」の合言葉をもとに車両点検の方法を学習しました。また，不 

審者対応訓練では，不審者の背格好や容姿などをどの程度覚えているか確認作業をっ 

たり，不審者に対峙した時の行動の仕方を行いました。最後は後ろから羽交い絞めに 

されたり，手首をつかまれたりしたときの対処法（簡単な護身術）も指導していただ 

きました。不審者に遭遇したとの情報を聞いた場合，110 番への通報と学校への連絡 

をよろしくお願いいたします。 

交通安全教室・不審者対応訓練を行いました！ 

 

文責： 今年もオクラの苗が芽吹きました。

昨年同様たくさん収穫できると良いな

と日々水やりをしながら祈る牟田 

第 71卒業生による本校への卒業記念に感謝致します・・・。 

 

 ４月 11 日（木）校舎改築に向けた市長視察が行われました。現在，校舎改築に向け，実施設計作業 

が進んでいるところです。平成 31 年度は仮設校舎の建築や，管理棟・技術室棟・理科室棟・武道館の 

解体作業が始まるなど校舎改築に向けて大きく動き出します。それに先立ち，計画の概要説明が本校 

で行われました。当日は朝山市長をはじめ，多くの方が来校され，計画の概要説明がなされました。 

 

新校舎改築にむけた市長視察が行われました！ 

 

職　名 氏名 担当教科等 職　名 氏名 担当教科等

校　長 木場　敏朗 教　諭 福田　信也 保健体育・技術

教　頭 牟田　典丘 教　諭 槻木　順子 英語

教　諭 西小野　雄一 国　語 講　師 鈴木　明実 美　術

教　諭 釘﨑　亮一 社　会 養護教諭 園田　和代 保　健

教　諭 喜島　宏樹 数　学・特別支援 事務職員 吉留　幸二 事務・経理

教　諭 西村　　隆 理科・技術 校務員 中村　春子 校務全般

教　諭 山下　由紀 音楽・家庭科

23 火
避難訓練⑥

放課後の活動 11 土 生徒総会 19 日
家庭の日

市民清掃の日

24 水
ノー部活デー・定時退庁日

尿検査（脱漏） 13 月 眼下検診 21 火 放課後の活動

25 木
学級PTA　PTA総会　耳鼻科検診

部活動保護者会　家庭教育学級開校式 14 火 放課後の活動 22 水
宿泊学習（1年）

職場体験学習（２・３年）

28 日 校区バレー大会 15 水 3年実力テスト（～16日） 24 金 休養措置日（1年）

5 8 水 ノー部活デー・定時退庁日 17 金
小中連携研修会

（ジョイントプラン） 28 火 放課後の活動
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