
ご入学､進級おめでとうございます 

小学校に１２名、中学校に７名の新入生を迎え全校児童・

生徒５７名、８学級で平成３０年度がスタートしました。 

小学校１年生となる皆さん、この学校には、とても頼りに

なる中学生もたくさんいます。たくさんの事を教わって、楽

しい学校生活を送ってください。新たに中学生となった皆さ

んには、夢と希望に向かって新たな一歩を踏み出してほしい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14:50 14:50 14:50 14:50 

２年 14:50 15:40 14:50 14:50 14:50 

３年 14:50 15:40 15:40 14:50 14:50 

４年 15:40 15:40 15:40 15:40 14:50 

５年 15:40 15:40 15:40 15:40 14:50 

６年 15:40 15:40 15:40 15:40 14:50 

平成３０年度 金沢市立医王山小中学校 職員組織  校長 可長 俊太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 平成３０年４月号  

平成３０年度 学校経営について 
 今年度より、医王山小中学校に校長として赴任いたしました可長（かちょう）と 

いいます。創立１４０年以上のこの伝統ある学校に勤務することになり、その重み 

を感じるとともに、緑多き自然に囲まれた環境の中で、健やかな子供たちの成長の 

ために全力で教育活動に取り組んでまいりたいと思います。 

平成３０年度は、７名の新たな職員を迎え、本校の教育目標である「郷土を愛し、心豊かでたくまし

く、創造的に生きる児童生徒の育成」を目指していきます。小中一貫教育の強みを生かしながら、職員

一同、総力を結集して、子供達が「通ってよかった」，保護者が「通わせてよかった」と言ってもらえ

る，そんな学校づくりを進めて参ります。 

保護者のみなさま、地域のみなさま、今後と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。 

〈 校 訓 〉 

『勤勉（まじめ）』『正直（すなお）』『敬愛（なごやか）』 

 「本年度の重点目標」 

（１）児童生徒の学力向上の継続及びそれを支えるための教師の授業力向上 

（２）「心の教育」の推進～豊かな心と表現力・創造力の育成及び健康な体づくりの推進～ 

（３）安全・安心な学校づくり 

（４）体験活動、ボランティア活動の推進 

                                         今後とも、ご理解とご協力をお願いいたします。 

   全校児童生徒   小３０名  中２７名  計５７名  （４月９日現在） 

 

転出の先生方 お世話になりました。 

松原 仁（額中:校長）興井綾子（新神田小:教頭） 

諸田 和也（野々市中）畝田 寿珠花（馬場小） 

奥村 紗里（西南部中）高木 祐紀（小将町中） 

信濃 裕之・升田 敦士 

 

 

転入の先生方です。よろしく御願いします。 

可長 俊太（校長：西南部中） 

岩田 範夫（教頭：不動寺小） 

砂山 陽子（津幡小）今村 伸平（新） 

咲川 敦子（内灘中）山根亜希恵（津幡南中） 

中段 歩未（北鳴中）野崎 従子（高岡中） 

小学校 

教  頭    岩田 範夫 

１年 担任   成瀬 隆太 

２年 担任   今村 伸平  

３･４年 担任  寺田 晶子 

５･６年 担任  關口  悟 

ささゆり担任  砂山 陽子 

（国語･算数･理科）木津 幸夫 

（英語）    窪ﾍﾞｻﾞﾛｳｲｯﾁ園美 

 

中学校 

教  頭   笹川 岳則    （社会） 

１年     担任 原田 祥平 （数学･技術） 

１年     副担 山根 亜希恵（音楽･家庭） 

２年     担任 元屋 はる菜（英語） 

２年     副担 亀田 博人 （保健体育） 

３年     担任 咲川 敦子 （社会） 

３年     副担 高畠 智恵子（国語･書写） 

３年     副担 中段 歩未  （理科） 

養 護    石川 育子 

（学校司書） 田中 麻弥 

（ＡＬＴ）  モラルス エリクソン 

（美 術）  野崎 従子 

（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）臼井 順子 

事  務     小山 直之 

給  食     磯見 瑞恵 

（校舎管理員パート）竹田 外明 

（校舎管理員ｼﾙﾊﾞｰ） 寺岡 建夫 

（校舎管理員ｼﾙﾊﾞｰ） 古  洋 

 

資源回収のお知らせ 

４月１５日（日） 

７：００～８：３０ 
 

ダンボール・新聞・チラシ・

雑誌・ビール瓶・ 

１㍑牛乳パック 


