
 

 

 

 

 

 

 

 

 
校長 鎌野 繁 

 本日、新一年生が初めて葛城中学校に登校しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入

学式という形ではありませんでしたが、新入生たちは新たな仲間や学級担任と出会い、ワクワクとし

た新鮮な気持ちで胸を躍らせていたと思います。明日から再び休校となりますが、新しい教科書に目

を通したり、学校での約束事を確認したりする時間が充分にあります。５月以降に始まる学校生活に

向け、しっかりと準備をしてほしいと思います。 

 今年度は、第１学年１４９名、第２学年１６０名、第３学年１４９名の合計４５８名と教職員３４

名で、令和２年度の葛城中学校がスタートします。 

 私は、前任の大井力校長の後任として、歴史と伝統ある本校に着任しました鎌野繁と申します。か

つてない状況下での年度初めとなりますが、本校では下記のように校訓、学校教育目標、生徒のテー

マを設定しました。教職員が一丸となり、家庭・地域・行政との連携を大切にし、教育目標達成を目

指して取り組んで参ります。そして、生徒一人一人が「葛城中で学んで良かった」と胸を張って言え

る学校、保護者の皆様が「葛城中で学ばせて良かった」と思える学校を目指して参ります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転入・新任職員紹介 ４月１日、１２名の職員が新たに着任しましたので紹介します。 

 

 

 

 

 

千葉市立葛城中学校 

学校だより 02-01号 

令和 2年 4月（卯月） 

14日（火） 

令和 2年度「葛城中だより」は原則、毎月初めに発行し、学校の情報をお知らせして参ります。 

行事等がある場合には、随時発行して参ります。なお、ホームページにもアップしています。 

 

 

全校テーマ  「様々な学習活動を通して自己の生き方を探求しよう」 

一年間を４つの節に区切り、テーマを設定しました。 

４月～６月      ７月～９月    １０月～１２月    １月～３月 

『出会い・チャレンジ』 『自 律・実 行』 『団 結・充 実』 『決 意・旅立ち』 

校  訓 

「 和 敬 協 力 」 

「 日 日 新 」 

学校教育目標 

１  豊かな心をもつ生徒  

２  自ら進んで学びとる生徒  

３  気力あふれ、体力のすぐれた生徒 

２ 

３ 

鎌野  繁：校 長（こども未来局より）  M.  N.：養護教諭（泉谷中学校より） 

I. Y.：数学科（千城台南中学校より）   T. K.：技術科（木更津第三中学校より） 

Y. M.：美術科（草野中学校より）     S.  A.：国語科（新規採用） 

M. K.：保体科（講師）          K.  Y.：理 科（天戸中学校より 講師） 

N. H.：数学科（講師）          O.  I.：初任者指導教員 

N. K.：図書館指導員（蘇我中学校より）  N.  T.：給食非常勤職員 



 

 本年度の本校職員の配属と役割は以下の通りです。保護者の皆様とともに

生徒の成長のために努力いたします。一年間よろしくお願いいたします。 

校  長：鎌野 繁      教  頭  ：K. K. 

教務主任：S. Y.（社会）   生徒指導主任：T.  K.（技術） 

研究主任：N. Y.（英語）   養護教諭  ：M.  N. 

担  当 １ 学 年 ２ 学 年 ３ 学 年 

学年主任 ◎M. T.（保体） ◎M. T.（家庭） ◎M. S.（国語） 

学級担任 

Ａ組 〇I. Y.（数学） N. Y.（英語） 〇I. R.（保体） 

Ｂ組  Y. Y.（英語）  S. T.（社会）  N.  N.（音楽） 

Ｃ組  N. M.（国語） O. T.（理科）  M. T.（社会） 

Ｄ組 T. K.（技術）  S.  A.（国語）  N.  K.（理科） 

Ｅ組  〇A. J.（数学）  

副 担 任  Y. M.（美術） S. A.（保体）  O. S.（英語） 

副 担 任 K.  Y.（理科）  M.  K.（保体）  N. H.（数学） 

◎学年主任 〇学年副主任 

事  務    ：T. R.    スクールカウンセラー：T.  Y. 

技能主任    ：T. Y.    初任者指導教員   ：O.  I. 

学校図書館指導員：N. K.    給食非常勤職員   ：H.  S. ・ N.  T. 

ＰＴＡ事務・スクールサポートスタッフ：矢嶋眞由美 

部活動顧問 ◇次の職員が、一年間部活動を担当します。よろしくお願いします。 

サッカー    ：Y. Y.・M. T.・S. A.   野 球：A. J.・M. T. 

バスケットボール：T. K.・S. A.・K. K.  剣 道：N. Y.・M. T. 

バレーボール  ：I. R.・S. A.・M. T.   卓 球：S. T.・O. S. 

バドミントン  ：O. T.・N. M.         吹奏楽：N. N.：M. S. 

ソフトテニス  ：N. K.・M. K. 

図 書：I. Y.  家 庭：M. T.  美 術：Y. M.  自然科学：S. Y. 

【気象警報発令時の登校・下校について】◇新年度にあたり、改めてご確認ください。 

 警報発表状況 保護者の対応 
学校の対応 

授業の扱い 給食 出欠席 

登
校
前 

午前７時の時点で 
「暴風警報」「暴風雪警報」大雨、
暴風、暴風雪、大雪の「特別警報」
が発表中の場合 

登校させない 臨時休業 全市一斉中止 
遅刻・早退には
ならない 

「暴風警報」「暴風雪警報」を伴わ
ない大雨、大雪等の警報が、発表中
の場合 

保護者が安全と
判断した場合に
登校させる 

原則として平常
通り 

原則として平常
通り 

登校を見合わせ
ても、欠席・遅刻
にはならない 

登
校
後 

「暴風警報」「暴風雪警報」大雨、
暴風、暴風雪、大雪の「特別警報」
が発表中の場合 

学校からの連絡
により対応する 

授業を繰り上げ
て下校させる 
※連絡メールで
連絡します 

状況を見て対応 早退にはならな
い 

「暴風警報」「暴風雪警報」を伴わ
ない大雨、大雪等の警報が、発表中
の場合 

 
原則として平常
通り 

原則として平常
通り  

≪保護者引き渡しの連絡があった場合の留意点≫ 
・保護者は、携帯連絡メールによる学校からの連絡を確認し、お子様を引き取りに来てください。保護者がお見えに
なるまでは、お子様は学校でお預かりします。 

・保護者の代理の方が引き取る場合は、必ず保護者が学校へ連絡してください。連絡がない場合には、引き渡しがで
きない場合もあります。 

【保護者の皆様へ お願い】 
コロナウイルス感染拡大防止に向け、休校期間が続いています。本校としても、学校再開に向け

て、お子様の健康・安全面を最優先に考えながら、万全な体制で迎えることができるよう準備を続け
ているところです。今後の学校再開等につきましては、千葉市学校連絡メール、ホームページを活用
して発信していきます。定期的にご確認くださいますようお願いいたします。（本年度は、個人情報の
取り扱いに配慮し、学級連絡網の作成は行いません。つきましては、速やかに千葉市学校連絡メール
への登録をお願い致します。） 


