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り中スタイル」＜ゆり中での安心安全な学校＞が確立されていると思い、

3 組：月森 晶香（社会／男バレー）4 組：藤原 拓也（保体／女テニス）
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この度コロナ禍初の授業参観を、出席番号から 3 グループに分け（3 時

5 組：田名瀬雅史（数学／ソフト） 6 組：岡田ひとみ（家庭／家庭生活）
7 組：藤田 克麻（英語／野球） 特支ゆり③：瀬川 久実（科学技術）
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青野 正治（数学／女バスケ）

くスタイルが確立されていたと思われます。この 2 年間校区小学校ともコ
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り中スタイル」のもと保護者の皆様、また地域の皆様にもご来校いただ

都志 輝人（英語／女バスケ）

き、生徒への応援をお願いしたいと思います。
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職員紹介
令和４年度ゆりのき台中学校の職員です。例年は「PTA 総会」の場をお

髙橋 万貴子（英語／科学技術）

友田 隆司（理科：男テニス）

担任
1 組：服部 大輝（技術／サッカー）2 組：石田 梨沙（数学／家庭生活）
3 組：竹内 千鶴（保体／女バレー）4 組：西亀 成郎（理科／男テニス）
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≪６月の主な予定≫
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5 組：後 有香（国語／陸上）

6 組：岡田 俊彦（美術／剣道）

ます。また、その対象も希望者されるご家庭のみといたします。ご理解ご

＜平日＞１８：００－翌朝７：４５

＜土日祝休日＞ 終日

特支ゆり①：藤本 悠子（美術）

協力お願いします。案内、希望調査はすでに配布しております。家庭訪問

なお、本校では昨年度 3 学期より、ＰＴＡのご支援のもと、欠席連絡等に

副担任

はこのような形となりますが、ゆりのき台中学校では、大切なお子様の健

メールサービス（ミマモルメ）を活用しています。土・日・祝休日も受付

＜学年代表＞山下 武士（理科／ソフト）

やかな成長のため、ご家庭との連携をいっそう深めていきたいと考えてい

をしていますので、感染症等の連絡にもご利用いただきますようよろしく

＜進路指導＞本松 岳志（数学／男バレー）

ます。不安なこと、悩んでいること、疑問に思うことなど、何でも遠慮な

お願いします。

くご相談ください。担任はもとより、全職員で組織的かつ丁寧に対応して

ミマモルメの連絡の受付は、欠席・遅刻日の前日１７時００分から当日

いきます。よろしくお願いします。なお、この4日間は、1～3年（3年生

８時１５分までとなっておりますのでご注意ください。

貞廣 美穂（英語／美術）

渡邊 秀輔（社会／陸上）

ある学級通信から

は、25日から27日にかけ修学旅行）は、午前中授業で給食後、部活動、
部活動がない生徒は下校となりますのでお知りおきください。

ゆりのき台中学校「ホームページ」

各担当、学級担任、部活顧問等保護者
の方への配布物に目を通しますが、先

2 年生校外学習

日 3 年生のあるクラスの学級通信に

「学校だより」をはじめ、
「生徒指導通信」
「進路通信」
「保健だより」をは
じめ各種通信等を掲載しています。

目が留まりました。職員室でも話題

年間行事計画を先月配布しましたが、そのなかで記載できていなかったの

になったので紹介します。

が 2 年生の校外学習です。例年、11 月後半に京都にて実施していました

＜一部原文抜粋＞

が、今年度は１０月 31 日～11 月 4 日にトライやる・ウィークが実施さ

また、学校の様子や生徒の活動等発信していますのでご覧ください。
＜ゆりのき台中学校ホームページＱＲコード＞

れる関係で例年の時期を外し検討しておりました。この度、6 月 8 日
さて、右上の写真は、3 年〇組の下駄箱にある、
“すのこ”です。年度初
め、このきれいなすのこに気が付いたでしょうか。校務員の境先生が、心
を込めて手作りしてくれたものだそうです。歴代の先輩たち、これまでか
かわってきた先生方、今の生徒、先生、地域の方・・・様々な人の思いが
この学校にはあるのです。それを感じ、感謝の気持ちをもって生活し、成

（水）場所は京都となりましたのでお知らせいたします。なお詳細につい
ては、後日ご案内させていただきます。

お願い・お知らせ
学校への車での送迎について

長していきたいものです。
雨天の場合を始めいろいろな理由で、生徒の送迎を自家用車でされる保護
担任はこの学級通信を配布し、クラスで上記の思いを話したそうです。

者の皆様へのお願いです。 道路上での乗り降りは、危険を伴うこともしば

そのあとクラスの生徒が、境先生を校内で見かけると「わたしたちのクラ

しばです。そこで、本校では 3 年前より、万一の事故を防ぐため、送迎の

スの“すのこ”境先生が作ってくれたんですね、ありがとうございまし

際はお車を中学校内に乗り入れていただきますようお願いしています。門

た。
」とお礼を言ったそうです。境先生は感激され私に報告をしてください

を入り左折ののち、自転車置き場とプールの間で、車の乗り降りをお願い

ました。

します。なお、送迎のお車が多いときは、校内での一方通行など制限を設

新しい「すのこ」に気付き、生徒たちに紹介してくれた担任。そして何

ける場合もあります。近隣の方からは、「ゆりのき台中学校の保護者の皆

よりも新しい「すのこ」に込められた思いを受け止め、感謝の言葉を直接

さんの運転マナーはとてもいいですね。」とありがたいお言葉を頂戴して

境先生に伝えた生徒。素晴らしい！そして誇りに思います。

います。大切な「命」を守るため、皆様のご理解ご協力をお願いします

ゆりのき台中学校の生徒は、感謝の気持ちをもって生活し、成長してい
ます。私たち教職員もゆりのき台中を支え、支援してくださっている方々
（保護者、ＰＴＡ、緑化、図書等ボランティア、地域の各種団体）の思い
をしっかり受け止め、生徒にも発信し、生徒とともに私たちも成長してい
きたいと思います。

行事のお知らせ

5 月の自動応答メッセージ
ゆりのき台中学校校区４小中学校では、一昨年度から学校の電話応対で
「自動応答メッセージ」を運用しています。学校への連絡について、保護者
の皆様にはご不便をおかけしております。５月の「自動応答メッセージ」運
用時間は以下のとおりです。この時間帯に、学校にお電話をいただいた場合、

1 年生家庭訪問

自動応答メッセージが流れ、通話をすることはできません。ご理解ご協力を

今年度は、1年生の家庭訪問を５月24日（火）～27日（金）に実施し

お願いします。

ゆり中マスコットキャラ
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