
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日課表 本校の 1日の学校生活は、下記の通り行われます。 

 

小学校の下校予定時刻 変更もありますので、詳細については学級便り等でご確認ください。 

 月 火 水 木 金 

１年 14:50 

２年 14:50 15:40 14:50 

３年 14:50 15:40 14:50 15:40 

４年 15:40 

５年 15:40 

６年 15:40 

令和３年度 金沢市立医王山小中学校 職員組織  校長 堀内 伸一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小　学　校 中　学　校

 朝　 　自　　 習     ８：１５  ～ 　８：３０      ８：１５  ～   ８：３０

 朝　の　短　活     ８：３０  ～ 　８：４０      ８：３０  ～   ８：４０

 １　　      　限     ８：４０  ～   ９：２５      ８：４０  ～   ９：３０

 ２  　　    　限     ９：３５  ～ １０：２０      ９：４０  ～ １０：３０

 ３          　　限 　１０：４０  ～ １１：２５    １０：４０  ～ １１：３０

 ４          　　限   １１：３５  ～ １２：２０    １１：４０  ～ １２：３０

 昼  　　    　食   １２：２５  ～ １３：００    １２：３０  ～ １３：００

 昼　　 休   　み   １３：００  ～ １３：３０    １３：００  ～ １３：３０

 清 　　　   　掃   １３：３０  ～ １３：４５    １３：３０  ～ １３：４５

 ５　　      　限   １３：５０  ～ １４：３５    １３：５０  ～ １４：４０

 ６　　      　限   １４：４５  ～ １５：３０    １４：５０  ～ １５：４０

 終わりの短活   １５：３０  ～ １５：４０    １５：４０  ～ １５：５０

学 校 だ よ り  
金沢市立医王山小中学校 令和３年４月号（４/７発行）  

今年度の学校経営について 
 昨年から医王山小中学校の校長として務め、２年目となった堀内伸一です。 

昨年はコロナの影響で、臨時休業や行事の削減、縮小と学校本来の活動が十分に 

できない１年でした。今年度もコロナ禍の中での学校経営となりますが、細心の 

注意をした上で、医王山の少人数だからこそできる教育活動を模索しながら進め 

て行きたいと思っています。 

昨年度は緑多き自然に囲まれた環境、学校に協力的な地域の皆様との出会いに感激することが多く、

私自身がどんどん医王山小中学校とその地域を大好きになっていきました。 

子ども達、保護者の皆様にも、もっともっと好きになってもらう、そんな学校づくりを目指していき

ます。健やかに成長する子どもたちと共に、今まで以上により良い学校となるよう職員一丸となっ

て全力で教育活動に取り組んでまいりたいと思います。 

令和３年度になり、６名の職員が異動により代わりました。小中併設校の強みを生かしながら、職員

一同、総力をあげて頑張っていきたいと思いますので、保護者のみなさま、地域のみなさま、今後も

医王山小中学校の教育活動へのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

              全校児童生徒   小５５名  中３４名  計８９名 （４月７日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の学校経営方針をはじめ、学校経営計画を今年度刷新しました。 

  ※詳しくは本校ホームページをご覧ください。    

転出の先生方 お世話になりました。 

川尻 浩志（中教頭：退職、紫錦台中） 

岩田 美穗（金沢向陽高校） 

柳橋 良子（伏見台小） 

成瀬 隆太（清湖小） 

吉田 圭吾（四十万小） 

梶原 弘 （長坂台小） 

金子いずみ（英語ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：泉野小） 

 

転入の先生方です。よろしくお願いします。 

皆川 美都子（中教頭：港中） 

大窪 浩之 （緑中） 

城崎 雅之 （大根布小） 

安田 肇  （大徳小） 

石川 佳代子（内川小） 

田中 航志朗（戸板小） 

斎藤 明子 （英語ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：新） 

【小学校】 

教頭      西  有子 

１年 担任   山本 幹子 

２年 担任   岡村 佳一郎  

３年 担任   田中 航志朗 

４年 担任   城崎 雅之 

５･６年 担任  關口 悟 

ささゆり１担任 石川 佳代子 

ささゆり２担任 品川 淳子 

級外      安田 肇 

（図工）     大宮 弘一 

（英語ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）斎藤 明子 

 

【中学校】 

教頭        皆川 美都子（数学） 

１年 担任   岡田 富咲子（英語） 

１年 副担   毛利 直緒人（保健体育） 

２年 担任   廣野 真  （理科） 

２年 副担   山根 亜希恵（音楽・家庭） 

３年 担任   吉鎌 貴明 （国語） 

３年 副担   大窪 浩之 （数学・技術） 

医王 担任   中村 浩志 

医王 副担      咲川 敦子 （社会） 

養護         谷  良子 

（学校司書）  木村 睦子 

（ＡＬＴ）   マクローリン パトリック 

（美 術）   寺口 武志 

（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ） 臼井 順子 

事務       成瀬 莉恵 

給食       磯見 瑞恵 

（校舎管理員ｼﾙﾊﾞｰ） 澤村 尚登 

（校舎管理員ｼﾙﾊﾞｰ） 中越 利裕 

（学校ｻﾎﾟｰﾀｰ）    内田 健二 

校訓   『勤勉（まじめ）』『正直（すなお）』『敬愛（なごやか）』 

教育目標 「郷土を愛し、心豊かにたくましく、創造的に生きる児童生徒の育成」 

  

 

 

 

本年度の学校経営方針  

教職員、保護者、地域が「チーム医王山」となり、以下の学校を創り上げる 

    ・安心して学べる教育環境のもと、のびのびと生活できる学校 

・主体的に学び、互いに高め合いながら、のびのびと学習できる学校 

    ・保護者・地域とともに歩み、郷土を愛し豊かな学びと豊かな心を育てる学校 

  

 

 


