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小中一貫教育目標
「志高く、たくましく生き抜く「いわくにっ子」の育成
学校教育目標
「ふるさとに誇りをもち、未来を拓く『力と心』を身につけ、共によりよく生きようとする生徒の育成」

伝統と歴史ある本校着任にあたってのご挨拶
「令和」という改元を前に、１９７名の初々しい新入生が入学し、全校生徒５５５名で
スタートを切ったところです。
初めまして。ご挨拶がおくれました。岩国市教育委員会青少年課から本校へ着任してま
いりました、校長の嶋岡です。どうぞよろしくお願いします。
桜が満開の４月１日に本校正門をくぐると、部活動中の生徒たちが、グラウンドの遠く
から大きな声で歓迎してくれました。とてもさわやかな礼儀正しい生徒たちでした。時代
の移り変わりを感じさせない「素直さや一生懸命さ」など、岩国地区ならではの伝統的な
ものを感じるところです。
桜は、夏に形成された花の芽が一旦休眠し、秋から冬の冷たく厳しい期間を経ること
で、美しく見事に一斉開花します。これを休眠打破（きゅうみんだは）と呼ぶそうです
が、中学生の３年間はまさに人生におけるこのような期間だと考えます。「素直さや一生
懸命さ」は、学ぶためには不可欠です。その「素直さや一生懸命さ」をもって、じっくり
とエネルギーを蓄えてほしいと思っています。
岩国中学校の教職員一同、大切なお子様をお預かりするという重大な責任を果たすた
め、全力を挙げて努力する決意でおります。是非とも、本校教育に対しまして、ご理解と
ご協力をいただきますようお願い申し上げ、新年度のスタートにあたってのご挨拶とさせ
ていただきます。
校長
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お知らせ
岩国中学校学校だよりは、費用削減や教職員の業務改善を図るため、５月号より岩国中学校ホ
ームページ、各公民館（岩国中央、藤河分館、御庄分館、師木野分館）で閲覧、配付するように
なります。各自治会各班での回覧はいたしませんのでご了承ください。
ホームページでの閲覧方法
１ 検索によるアクセス
「Google」などの検索エンジンから、
「岩国市 ポータル」と入力。
検索結果の「岩国市小中学校ポータルサイト」から「中学校情報」、「岩国中学校」にアクセ
スしてください。
２ ＵＲＬの入力によるアクセス
「https://www.edu.iwakuni.yamaguchi.jp/site/iwakuni-j/」
を Web ブラウザに入力してアクセスする。
ここに入力

３

ＱＲコードからのアクセス
右のＱＲコードをスマホ、携帯で読み取ってアクセスしてください。

※

不明な点があれば、岩国中学校までお問い合わせください。
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う。これから１年間よろしくお願いします。
I hope you’ll enjoy your new school life.
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原 紘貴
ご入学おめでとうございます。たくさんの友
人と共に、スポーツに勉強に大いに励み、充実

玉本 幸子
ご入学おめでとうございます。中学校生活
で、いろいろなことに挑戦し、できることを増
やしていきましょう。よろしくお願いします。

した学校生活を一緒に過ごしていきましょう。
よろしくお願いします。

重岡 智行
ご入学おめでとうございます。数学って実は
おもしろい勉強なんだなと感じてもらえるよう

松下 晃司
新入生のみなさん、入学おめでとうござい
ます。勉強や行事、部活動に一緒に頑張って
いきましょう。１年間よろしくお願いしま
す。

に努力します。お互い何にでも一生懸命取り組
んでいきましょう。

本廣 亜希子
新たに出会う１年生のみなさんとの出会いを
大切にし、夢に向かって頑張るみなさんの中学
校生活が充実したものになるよう、一緒に頑張
りたいと思います。よろしくお願いします。

今年度の学校だより
は、各学年の学年通信を
掲載していきます。

境 和美
ご入学おめでとうございます。教室のチョ
ークアートは美術部が心をこめて描かせても
らいました。ようこそ岩国中学校へ！
前田 一平
ご入学おめでとうございます。みなさんと活
動することを楽しみにしています。充実した学
校生活が送れるよう一緒に頑張っていきましょ
う。

学年だより
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進級おめでとうございます！！
２年生の皆さん、進級おめでとうございます！
いよいよ、先輩として、中堅学年としての１年間が始まりました。新しいクラスで迎える新しい１年に、わ
くわくしている人も多いと思います。２年生は中学校３カ年の中でも、とても大事な時期です。１年生で築い
たものを３年生へとつなぐ１年間でもあり、２年生として１年生と３年生をつなぐ役目を果たさなければなり
ません。「One for all，all for one」（１人はみんなのために、みんなは1人のために。）と言う言葉を胸に、
１８４名の仲間みんなと協力して、一人一人がさらに「かがやく」１年にしてほしいと願っています。学年の
みんなの力を合わせて、いろいろなことに挑戦し、ともに成長していきましょう。保護者の皆様、本年度もご
理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

中村 修治
進級して上級生になりました。下級生のお手本とな
る言動と皆さんの更なる躍進を期待します。教科は４
クラスを受け持ちます。これから２年生の健全な集団
づくりに向けて、全員が一致協力してほしいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。
金子 恵美
はじめまして。錦中学校から転勤してきました、金子
です。岩国中学校で皆さんとたくさんのことを学び、何
事にもポジティブに取り組んでいきたいと思っていま
す。どうぞよろしくお願いします。
藤村 泰平
進級おめでとうございます。２組担任の藤村です。
「思いやり」をもった人間、集団に育ってほしいで
す。元気で明るい２年生の皆さんと「ともに」成長し
ていきたいです。今年も、よろしくお願いします。
林 美枝
今年も皆さんと関わることが出来て、大変嬉しく思
います。２年生となり、より一層パワーアップして勉
強に部活に「明るく楽しく前向きに」一生懸命積極的
に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
善積 美智子
川下中学校から転勤してきました、善積美智子（ぜ
んじゃくみちこ）です。これからの皆さんとの生活を
とても楽しみにしています。何事にも前向きに挑戦
し、一緒に成長していきましょう！どうぞよろしくお
願いします。
安永 将之
昨年度も２年生担当で、今年度もそのまま２年生
の担当となりました。子どもたちには、日々トライ
＆エラーを経験させながら、１年後には一緒に３年
生に進級できるよう共に成長していきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

萬 沙耶香
Nice to see you（*^_^*）担任になりました、萬で
す。クラス全員でやるときはやる、楽しむときはおも
いっきり楽しめるメリハリのあるクラスにしていきま
しょう！１年間、どうぞよろしくお願いします♡
森光 淳
２年生のスタートですね。この 1 年の間に、中堅学
年として岩国中学校を支え、後半には学校の大黒柱に
なります。毎日ちょっとずつ成長・前進できるように
頑張りましょう。
藤井 香純
ご進級おめでとうございます。昨年に引き続き、こ
の学年部でお世話になります。今年もみなさんと楽し
く明るく毎日を過ごしたいと思います。よろしくお願
いします。
中山 恵里加
これまで教育相談や部活動でみなさんと関わらせてい
ただいていましたが、今年は３クラスの授業へ行かせて
いただきます。みんさんと一緒に「言葉」のすばらしさ
を発見できたらと思います。よろしくお願いします。
東 広和
通津中学校から来ました。２クラス受け持つことに
なりました。そのほか様々な行事を一緒に元気よく頑
張りたいと思います。１年間よろしくお願いします。

宗正 慶子
進級おめでとうございます。ふだんは保健室にいま
すが、学年行事などについては、一緒に参加します。
みなさんが大きく成長していく姿をみるのが楽しみで
す。どうぞよろしくお願いします。
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「結ぶ」

３年生の皆さん、進級おめでとうございます！
いよいよ最上級生ですね。「築く」に始まり、「繋ぐ」と
続いた学年目標。今年は「結ぶ」です。３年間の集大成とし
ての結果を出す、心を結ぶ、力を合わせて団結する、出会っ
た縁を結ぶ、などたくさんの思いが込められています。学校
生活では様々な場面で先頭に立って後輩を引っ張り、また、
自分の夢に向かって進路を切り開いていく一年となります。
これまで以上に大きな壁にぶつかることもあるでしょうが、
かけがえのない毎日をみんなで一つ一つ大切に結び、学び舎
を旅立つときにたくさんの実りを手にしていてほしいと思い
ます。
保護者の皆様、本年度もご理解、ご協力のほどどうぞよろ
しくお願いいたします。

【３年部に関わる先生方の紹介】
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新しい先生方の自己紹介◇

小松 史果 先生
岩中７年目となりました。みなさんはど
んなイメージでしょうか。。。？心新たに３
年生と楽しい一年間を過ごしたいと思って
います。最後は最高！！！の一年間にしま
しょう。よろしくお願いします。

米田 浩晃 先生
米田浩晃です。今年は３年
部となりました。みなさんと
直接接する機会は少ないかも
知れませんが、いろいろな行
事等で感動を共有できること
を楽しみにしています。

河村 俊祐 先生
縁あって、３年生の担当となりました。
これから始まる学校生活をみなさんと過ご
せることを嬉しく思います。笑顔を忘れ
ず、全力で夢に向かう１年間にしましょ
う。よろしくお願いします。

黒柳 由美子 先生
岩国中には、５年前にお世
話になっていました。また、
この学校に勤務できてうれし
いです。３年生のみなさんと
一緒に、実験や観察するの
を、とても楽しみにしていま
す。よろしくお願いします！

横山 由紀子 先生
１年間、どうぞよろしくお
願い申し上げます。春休み
に、一生懸命部活動に取り組
んでいる皆さんに出会い、こ
れからがとても楽しみになり
ました！力を合わせて、素晴
らしい毎日にしていきましょ
う。

