
  

      

  

 

 

                                              

        

新年度がはじまって１週間が過ぎました。この詩は始業式で私がよんだものです。

聞いただけでは、詩の意味が分からないと思いますので通信にのせました。 

私の願い 

小野十三郎 

クラスにはいろいろな者がいる。君の学校でもきっとそうだ。 

体の大きな子 小さな子 力の強い子 弱い子  みんな仲良くしてほしい。 

勉強のできる子もできない子も 無邪気で誰からも好かれる子も 

ひねくれた誰からも好かれる子も ひねくれて誰からも好かれ子も 

本当にみんな仲良くしてほしい。 

将来のことは 先生にだってわからないのだ。体の大きかったやつが早死にし 

力の強かったやつが 社会に出るとからっきしだめになり 頭のよかったやつが 

みんなから利用されるだけの馬鹿みたいな人間になり 

無邪気だったやつが みんなから嫌われるひねくれ者になることだって 

世の中にはあり得るのだ。 

どこにいるのかも分からないほど 目立たないやつが あっとわれわれを 

驚かせるような大きな仕事をやってのけることだってね。 

みんな仲良くしてほしい。 

クラスにはいろんな者がいる。力の強い子よ、威張るな。 

勉強のできる子よ。安心するな。君がどんな人間になるか誰にも分からない。 

先生にも分からない。ただ、そこに夢があることは確かだ。 

夢を持たないやつはいない。 

みんな、仲良くしてほしい。 

 

 

 

１％の才能と９９％の努力で道は開かれる！！ 

 人は節目（ふしめ）で気持ちを新たにして「やり直す」ことができます。どの生

徒にも『努力する能力』あります。努力する能力が、すべての能力の基本になりま

す。生徒たちにとって、今がそのことと向き合う大事な時期です。『周りがどうこう』

ではなく、『自分自身がどうしなければいけないか』という話をご家庭でもお話くだ

さい。保護者の方々にお願いがあります。学校生活において、「まぁこの程度は。」、

「うちの子どもだけではない。」という考えは持たないでください。 

保護者の皆様へ 

１．外部クラブ（柔道、器械体操、水泳等）をしているお子さまで、中体連の加盟 

が必要な場合は、担任を通じて至急ご連絡下さい。 

２．ホームページを毎日アップさせていただきます。ホームページを作成する際、

お子様の学校生活が中心になり写真撮影をいたします。ある理由（個人情報等）

でホームページに掲載されては困るお子様がおられましたら担任を通じてご連

絡下さい。 

３．ホームページを毎日更新しています。ぜひご覧ください。 

４．緊急メールのプリントを家庭訪問の時に配布します。ぜひ加入してください。 

＜去られた教職員の方々＞ありがとうございました 

奥村 彰悟 教頭先生        大東市教育委員会へ 

白根香保里 先生（英語）     諸福中学校へ 

内山 純子 先生（英語）      南郷中学校へ 

舘林 芳昭 先生（社会）      南郷中学校へ 

羽生 竜将 先生（数学）      南郷中学校へ 

入江 早蓉 先生（技家）      深野中学校へ 

澤田 司  先生（理科）       千葉県松戸市立第三中学校 

倉田 実優 先生（体育）       谷川中学校 

井藤 要  先生（英語）       守口市立八雲中学校 

熊谷 早織 先生（保健室）      退職 

信原 祥吾 先生（数学）・山本 優大 先生（美術）      退職 

伊美 和香美先生（介助員）     泉小学校 

東 美咲先生  （日本語指導）   諸福中学校 
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＜新たに赴任された教職員の方々＞よろしくお願いします 

岸野 匡憲  教頭先生         四条北小学校より 

神田 宗紀  先生（社会）       北条中学校より 

堀川 隆史  先生（数学）       南郷中学校より 

重野 恵介  先生（技家）       新規 

菊本 孝一  先生（英語）       南郷中学校より 

 西川 愛佳  先生（養護教諭）     新規 

 横  徹也  先生（理科）       新規  

 加瀬 桜子  先生（体育）       谷川中学校より 

前多 莉佳  先生（英語）       新規 

西尾 汐里  先生（美術）       尼崎市立武庫東中学校より 

原田 将吾  先生（数学）       新規 

学年構成をお知らせします 

＜１学年構成＞ 

 学年主任    菊本 孝一（英語） 

「担任」 １組  松浦 祐樹（体育） ２組   堀川 隆史 （数学） 

「副担任」重野 恵介（技家）・前多 莉佳（英語）・横 徹也（理科） 

     島本 眞美子（美術）西尾 汐里（美術） 

＜２学年構成＞ 

 学年主任    齋藤 正弘（理科） 

「担任」 １組  野田 裕太朗 （国語） ２組  岩井 道（社会） 

「副担任」北畑 幸子 （音楽）・武田 真澄 （英語） 

     飛地 龍治 （数学）・西川 愛佳（保健） 

 

 

＜３学年構成＞ 

 学年主任    筧  正人  （理科）  

「担任」 １組  武内 勇樹  （国語） ２組 内田 苑子（国語） 

「副担任」神田 宗紀（社会）・柏本 千世美（数学）・下地 淳子（英語） 

     加瀬 桜子（体育）・原田 将吾（数学） 

【学 校 構 成】 

校 長    山内 敏弘  保健主事      柏本 千世美 

教 頭    岸野 匡憲  学習指導部長    菊本 孝一 

首 席    飛地 龍治  集団づくり担当  神田 宗紀 

教務主任   飛地 龍治  児童生徒支援加配 下地 淳子 

ＰＴＡ担当  松浦 祐樹  事務       西村 崇 

生徒指導主事 神田 宗紀  校務員      西濱 弘子 

進路指導主事 武内 勇樹  ＡＥＴ      ホレット・サンドラ 

支援担    武田 真澄  養護教諭     吉田 かえで 

支援担    柏本 千世美          西川 愛佳 

支援担    島本 眞美子 スクールカウンセラー    山﨑 久美子 

特別支援Ｃｏ 島本 眞美子 日本語指導    北畑 幸子 

介助員    中山 美世  学校司書     田中 三惠子 

学校サポーター  中易 麻子・西川 高好・松浦 順子 


