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日向小学校・山武西小学校
～たくさんの思い出をありがとう～

～輝く未来への第一歩～

閉校式

開校式

　日向小学校、山武西小学校で閉校式及び閉校記念事業が行われました。日向小学校では、バルーンリリース
を行い、山武西小学校では、学校を象徴する長縄８の字連続跳びを行うなど、様々な催しで感謝を伝えました。

　4月9日（金）に日向小学校と山武西小学校の統合校である新日向小学校で、開校式が行われました。開校式
では新校歌の披露と、新校旗の授与が行われました。
　新日向小学校は統合された２校の歴史を引き継ぎ、末永く地域に愛される学校を目指していきます。

豊かな心を持ち、自ら
考え、たくましく生き
抜く児童の育成

　日向小学校と山武西小学校の校章で使われていた山ゆ
りの花と杉を使ったデザインとなっています。杉は、時間
のすすむ方（みらい）へ伸びていっているイメージです。

教育目標

（日向小学校閉校式）

（新校旗授与）

　（山武西小学校閉校式）

（新校歌の披露）

（山武西小学校閉校記念式典での長縄８の字連続跳び）

（校歌作成者表彰）

（新校章）

（日向小学校閉校記念式典でのバルーンリリース）

（児童代表の言葉）

校章のデザインの理由について



　４月９日（金）は午前中に中学校５校で、午後は小学校11校で、令和３年度の入学式がそれぞれ行われ
ました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入学式は招待者を縮小し、時間短縮をしての実施とな
りました。
　中学校は5校合わせて317名のみなさんが、小学校は11校合わせて260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。

　令和3年山武市議会第1回定例会において、学校
設置条例の一部を改正する条例が可決され、統合校
の校名が決定しました。

〔統合校の校名〕 山
さん

武
む

望
ぼうよう

洋中学校
　統合校の校舎は松尾中学校を使用する予定です。
　今後は、校歌や校章、通学方法、教育課程などの
協議を進めていきます。

入学式

蓮沼中学校・松尾中学校の統合に向けて
●校名が決定しました

（山武望洋中学校となる現松尾中学校校舎）

（大富小学校入学式） （大富小学校入学式）

　松尾小学校新校舎建設地において、2月12日（金）に、地鎮祭（主催：古谷建設株式会社）が行われまし
た。行事には、松下市長をはじめ、大川議長、嘉瀬教育長、髙橋校長ほか、建設工事に係る方々が参列し、
工事の安全と一日も早い完成を目指して厳粛に執り行わ
れました。
　新校舎の計画コンセプトは、「子ども達、保護者がこの
学校に行きたい、通わせたいと思える学校」・「教職員が
この学校で教えたい、働きたいと考える学校」です。
　そして、設計方針の一つである「高機能・多機能で多
様な学びを創る学校」となる新校舎は、4,824㎡の3階
建となり、令和４年7月の完成を目指します。
　周辺の皆さまには、何かとご迷惑をおかけしますが、
ご理解頂きますようお願いします。

無事完成を祈願して地鎮祭開催

新校舎建設工事の安全を祈る嘉瀬教育長

松尾小学校松尾小学校



　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ことが認められ、大富

小学校の鈴
すず

木
き

　智
ともひろ

裕教諭が表彰されました。

　なお、表彰式は新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため中止となり、大富小学校で表

彰状の授与が行われました。

　修学旅行の代替行事として、市内小学校全12校の６年生を対象に、2月24日（水）と3月10日（水）の２回
に分け、日本航空（JAL）が運航するボーイング767をチャーターし、航空機フライト体験を実施しました。
　２日間とも好天に恵まれ、機内上空から富士山を眺めることができ、子どもたちからはたくさんの笑顔があ
ふれていました。

　令和２年度退職者への辞令交付は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、市教育委員会での開催となり
ました。
　本年度は11名の先生方
が退職され、嘉瀬教育長か
ら辞令が交付されました。
　長年にわたり市の教育に
尽力していただき、ありが
とうございました。

千葉県教育委員会
教育奨励顕彰

航空機フライト体験を実施しました！

退職者辞令交付

令和２年度　山武市教育委員会表彰

（代表して辞令を受け取る
前大富小学校　丸山　浩司校長）

永きにわたり、市内の小・中学校医として、子
どもたちの健康診断や疾病予防等、学校保健の
発展向上に寄与されました。

永きにわたり、学校給食センター運営委員とし
て、学校給食の充実・発展と均衡かつ円滑な運
営の向上に寄与されました。

新日向小学校の校歌を作成し、教育環境の発展
に寄与されました。

これらの功績に対し、感謝状が贈呈されました。

永きにわたり、スポーツ推進委員として、地域
の生涯スポーツの振興に寄与されました。
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美恵 氏

永きにわたり、山武市社会教育委員として、地域
の社会教育の発展と進展に寄与されました。
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新日向小学校の校歌揮
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および額装(アルミ製)一
式を寄贈し、教育環境の発展に寄与されました。
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問い合わせ先　教育総務課　☎０４７５－８０－１４３１
※青字は新設、移動、名称変更したものです。　※　　　　　　の課は事務室を移転しています。

　牧野萬右衛門は、弘化４年（1847年）10月４日、成東町草深に生まれました。
　明治９年（1876 年）２月に国内外の商状視察のため横浜に行き、偶然、清国（現：中華人民共和国）の商人から落花生の
栽培状況を聞き、落花生が郷土の風土に適しており、農家にも多大な利益をもたらすことを悟り、導入を決意しました。
　東奔西走して種を入手し、有志の人々と試作を重ね、周囲の人々に広めました。これが千葉県初の落花生栽培となりました。
その後、千葉県も落花生の重要性を認識し、明治10 年（1877年）に奨励に乗り出し、栽培面積も増加していきました。
　落花生の栽培が盛んになると、明治22年（1889 年）7月、千葉県落花生商業組合が設立され、初代組合長に就任し、同
27年（1894 年）には、千葉県落花生改良組合を創業し組合長となり、
千葉県の特産物として落花生を全国一の地位まで押し上げました。
　萬右衛門は、落花生を定着させただけではなく、養蚕業・肥料の
販売なども手掛け、現在の農業組合の基礎を築いた人物です。萬右
衛門の出生地と千葉県における落花生栽培地は山武市の指定文化
財になっています。
問い合わせ先　山武市歴史民俗資料館　☎０４７５－８２－２８４２

教育委員会組織を一部変更します

山武市の偉人を紹介します ～『農業の父』　牧
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課　名 係　名 場　所
教育総務課 総務企画係　学校再編推進係

教育委員会庁舎子ども教育課 学事係　家庭児童相談係　指導室
施設整備課 維持管理係　施設整備係
生涯学習課 生涯学習係

成東中央公民館
スポーツ振興課 スポーツ振興係
運動公園管理事務所 さんぶの森公園

応募作品ジャンル（複数可）　短歌、俳句、川柳、詩、エッセイ、評論、短編小説
応募資格　 18歳以上で現在または以前に市内に在住・在勤された方（高校生を除く）、市内短歌・俳句会員、市にゆかりのある方
　　　　　※詳細はホームページまたは市役所、教育委員会、各出張所・図書館・公民館にあります募集要項をご覧ください。
募集期限　８月 31日（火）
提出先　山武市市民文集編集委員会（成東中央公民館内）　〒２８９－１３４５　山武市津辺２６２番地１
問い合わせ先　生涯学習課　☎０４７５－８０－１４５１

「文芸さんむ  第13号」原稿募集

生涯学習課 生涯学習係
スポーツ振興課 スポーツ振興係

（牧野萬右衛門が初めて落花生を栽培した場所）

　４月２日（金）市内の小・中学校、幼稚園、こども園に４月１日（木）から勤務することになった113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、特色ある山武市の教育について説明が行
われました。

　着任された先生方に
松下市長から歓迎の言
葉がありました。

　着任された先生方を代表して鳴浜小
学校中村公美校長が誓いの言葉を述べ
ました。

山武市教職員等（園・学校）合同着任式～ようこそ
　　山武市へ～

【ガイダンス】 【市長挨拶】 【誓いの言葉】

市民の皆さまの利便性の向上と
事務の効率化を図るため


