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　４月９日㈫に山武中学校と山武南中学校の統合校である「山武中学校」で、４月10日㈬に、松尾小学校と豊岡
小学校の統合校である「松尾小学校」にて開校式及び入学式が行われました。開校式では各校で新校歌の披露と、
新校旗の授与が行われました。
　新校はこれまでの歴史を引き継ぎ、末永く地域に愛される学校として歩み始めました。

一人一人が主人公

自分の良さを知り夢や目標に向かっ

て力強く前進する生徒の育成

山武中学校 松尾小学校
夢と希望を持ち目標に

向かって生き生きと活

動する児童の育成

閉校式

開校式

　松尾小学校、豊岡小学校、山武中学校、山武南中学校で閉校式が行われました。各校はスライド上映などで歴史
を振り返り、バルーンリリースをはじめとして様々な催しで感謝を伝えました。
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新たなる歴史のスタート

教育目標 教育目標

これまでの歴史に感謝 ～ありがとういつまでも忘れない～



山武市教職員等（園・学校）合同着任式

学校統合のスタートに向けて

　４月９日㈫は中学校５校で、
４月10日㈬は小学校12校で、
平成 31年度の入学式がそれぞ
れ行われました。
　中学校は 5校合わせて 338
名のみなさんが、小学校は 12
校合わせて 266 名のみなさん
が、希望を胸に新たな学校生活
への第一歩を踏み出しました。
（写真は山武西小学校）

　４月 2日㈫、市内の小・中学校、幼稚園、こども園に４月 1日㈪から勤務することになった 124名の先生方を
お迎えし、山武市教職員等（園・学校）合同着任式を成東文化会館のぎくプラザで開催しました。

　着任式の前に市の教育につい
てガイダンスを行い、英語力アッ
プ講座や異文化理解講座、ＩＣ
Ｔ教育等の説明が行われました。

　令和３年４月の新校開校に向け、日向小学校・山武西小学校学校統合準備委員会の設置を前に、４月８日㈪に学
校統合準備委員会設置事前打ち合わせが行われました。事前打ち合わせでは、今後の会議の日程や統合にあたって
配慮すべき事項などが話し合われました。
　これから統合準備委員会では「親近感のある学校運営で児童・教職員の一体感が高まった教育活動」を念頭に、
開校に向けた取り組みを続けていきます。

「日向小学校・山武西小学校」

　着任された先生方を代表して鳴浜小学校
伊
い と う

藤　薫
かおる

校長からあいさつがありました。
　「市の教育理念
を常に念頭に置
き、令和という新
しい時代をたくま
しく生き抜く子ど
もたちを育ててい
く使命を持って、
職務に専念するこ
とを誓います。」

　「子どもたちの
悩みや不安をしっ
かりと受け止め、
子どもたちが自分
の力で未来を切り
開き、可能性を広
げることができる
ようご指導をお願
いします。」

　着任された先生方に松下市長から
お話がありました。

【誓いの言葉】【ガイダンス】 【市長のあいさつ】

学校生活への第一歩入学式 英語力向上

留守番電話対応開始

いじめ防止強化啓発授業学校敷地内が全面禁煙になりました

　市では、平成 28年度は中学２・３年生、平成 29年
度以降は中学生全員を対象に、年１回英語検定受検料を
全額補助する事業を行っています。
　この事業によって、市内中学生の英語検定２級から５
級までの所持率は、平成 29 年度は 62％、平成 30 年
度は約 68％と増加しています。
　また、全小学校にＡＬＴ（外国籍のネイティブスピー
カー）を派遣し、児童対象に異文化理解講座、職員対象
に授業力アップ講座を実施するなど、児童・生徒の英語
力向上に向けて取り組んでいきます。

　望まない受動喫煙の防止を図るため、「健康増進法の一部を
改正する法律」が公布され７月から施行されます。市内の全学
校では法律の施行日より早い4月 1日㈪から、敷地内全面禁煙
を実施しました。
　行事等で学校を訪問する場合も
学校敷地内については全面禁煙と
なりますので、ご協力をよろしくお
願いします。また、地域行事、社
会体育等で学校を使用する場合も
学校敷地内は全面禁煙となります。

　４月 15日㈪から、市内小中学校に留守番電話を導入しま
した。各学校により留守番電話対応の時刻は多少異なります
が、平日は午後７時から午前７時まで、土・日・祝日、長期
休業中の学校閉庁日は終日、音声ガイダンスのみの対応とな
ります。

　本年度も中学校１年生を対象に「STOPit
ジャパン」から講師を招いていじめ防止啓発授
業を実施します。
　授業の中では、ＳＮＳを利用したいじめ相談
アプリ「STOPit」が紹介
されます。「STOPit」をイ
ンストールすると、スマー
トフォンに限らず、情報端
末であればほとんどの機種
から「STOPit」にアクセ
スし、いじめや悩み事の相
談をすることができます。
市内の全中学生対象に行っ
ている事業です。一人で悩
むことなく「STOPit」を
使ってみてください。

学校へのお電話は
午前７時～午後７時まで
の間にお願いします。

中学校での英語力アップ講座

小学校での異文化理解講座

アプリ画面

【英検所持人数】人数
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　教職員の部から、教育実践に努め、学校教
育の発展に尽力されたと認められ、南郷小学
校、藤

ふ じ た

田　真
ま ゆ み

由美
教諭が表彰されま
した。
　表彰式は3月27
日㈬に千葉県教育
会館大ホールにて
行われました。

　２月23日㈯、蓮沼中下海岸において、震災復興植樹祭ＩＮさんむを開催しました。この植樹祭は東日本大震災
で被害を受けた地域の復興と青少年の健全育成を目的に開催されています。
　市内外から多くの参加者が集まり当日はクロマツ2,000本を植樹しました。参加者からは木の成長が楽しみと
いった声が多く挙がっていました。

　３月30日㈯、さんぶの森中央体育館において、東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催に向けて、各種スポーツが持つ楽しさや科学
的な要素を体験できる参加体験型展示イベントを、開催しました。
　当日はボルダリング体験や、ボールスピードの計測、世界記録を再
現したカットパネルを展示するなどし、550名が来場しました。

家族みんなで軽スポーツを楽しんでみませんか！
全種目参加費は無料です！
開　催　日：６月23日㈰
種　　　目： パークゴルフ、スポーツウエルネス吹矢、

ボッチャ
参加資格：山武市在住・在勤の小学生以上
申込方法： 参加申込書に必要事項を記入のうえ、ス

ポーツ振興課に提出（ファクス、メール可）
　　　　　　 ※詳細は広報さんむ５月号又はホーム

ページでご確認ください。
問い合わせ先 ：スポーツ振興課　☎0475－80－1461

千葉県教育委員会
教育奨励賞顕彰

震災復興植樹祭ＩＮさんむを開催しました

スポーツを科学する展を開催しました

さんむスポーツフェスタニュージーランド少年海外派遣事業
派遣期間：８月16日㈮～23日㈮
募集人員：定員18名
募集期間：５月７日㈫～31日㈮
参加者負担金 ：８万円
応募方法： 申込書と作文を山武市教育委員会生涯学習課

に提出
　　　　　　 作文課題「私がホームステイに求めること」

（400字原稿用紙２枚程度）
　　　　　　 申込書は市ホームページよりダウンロード、

又は生涯学習課窓口にて配布
問い合わせ先 ：生涯学習課　☎0475－80－1451

会場の様子 ボルダリング体験

クロマツの植裁植樹祭での集合写真クロマツを植えている様子

昨年の集合写真 スポーツウエルネス吹矢の体験
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