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４月１日(金)から、今年度の学校の取組みの方向や内容について、教職員で会議や確認を重ねてき

ましたが、最初に全教職員で確認したのはこの言葉でした。 

 

生徒の立場で考える、「みんなが明日も来たいと思える学校」とは、 

 

○登校するのが楽しい学校 

○友だちがたくさんいる学校 

○勉強が「わかる」「できた」と感じることのできる学校 

○安心して生活できる学校 

 

だと思います。南郷中学校が、そんな学校になるよう全教職員が一致して取り組んでいきたいと考え

ています。保護者の皆さまのご理解・ご協力をお願いします。 

 

 

                ※現時点での主な日程です。年度当初のため、今後、新たな日程の追加や変

更がある可能性があります。追加・変更がある場合は、お子様を通じてお

知らせします。ご理解ください。 

 

４／８(金)始業式・対面式 

 １１(月)あいさつ運動、クラス写真撮影、発育測定 

     視力検査、給食開始 

 １２(火)聴力検査(１年) 

 １３(水)聴力検査(３年)、クラブオリエンテーション 

 １４(木)全校集会、内科検診①、クラブ体験開始 

 １５(金)離任式 

４／１８(月)専門委員会、ＰＴＡ学級委員選出締切(２・３年) 

  １９(火)全国学力・学習状況調査(３年) 

      大東市共通到達度確認テスト(１・２年) 

  ２１(木)中央委員会、内科検診②、 

  ２２(金)内科検診③、 

ＰＴＡ各委員会、役員会・実行委員会 

  ２５(月)～２８(木)家庭訪問(午前中授業)、給食なし 

～『みんなが明日も来たいと思える学校』～ 

  南郷中学校の平成２８年度がスタートしました。 

第７１期生として入学した１９０名の１年生を含め、２１

クラス、全校生徒６４８名での始まりです。 

  新１年生も含め、６４８名の全校生徒が、新しい学年、新

しいクラスで「頑張ろう」という気持ちになっていると思い

ます。新しい仲間との出会い、新しい担任の先生や教科担当

の先生への期待は大きく膨らんでいると思います。 

   

「みんなが明日も来たいと思える学校」というのは、昨年

度に生徒会役員と行った懇談会の中で、「君たちにとって、

どんな学校がいい学校かな」という質問に答えてくれたもの

です。 

４月の主な行事予定 



 

～１９０名が南郷中学校の一員に～ 

  

 

＝新入生代表「誓いの言葉」＝        ＝１年生担当および関係職員の紹介＝ 

 

 ４月６日(水)、南郷中学校の第７１期生となる１９０名の入学式を行いました。たくさんのご来賓・

保護者の方に見守られる中、真新しい制服を身にまとった新入生が、新しく始まる中学校生活へのた

くさんの期待とやる気、そして、ほんの少しの不安を抱きながら南郷中学校に入学してきました。 

 新入生紹介では、担任の先生から名前を呼ばれ、一人ひとりがしっかりとした返事をしていました。

壇上で新入生の表情を見ていましたが、全員から「頑張ろう」という決意を感じることができました。 

新入生代表による「新入生の誓い」、在校生代表として生徒会長の「歓迎の言葉」の言葉、二人とも

落ち着いていて、堂々とした姿勢で発表できていました。どちらの内容も温かみがあり、決意と思い

やりに溢れていました。新入生代表、在校生代表ともに、立派に役割を果たしていました。 

 南郷中学校の第７１期生となる１９０名の凛々しい姿に、今後の成長が楽しみになる入学式でした。 

 

 

 

 

□昨年度より学級数が増えたこともあり、多くの教職員の異動がありましたのでお知らせします。 

～ありがとうございました～          ～いっしょに頑張りましょう～ 

退 職 ・ 転 出 者 新 転 任 者 

1 宮崎 綾子 先生 深野中学校へ 1 武田 真澄 先生(英語) 住道中学校より 

2 田中 繁一 先生 深野中学校へ 2 森 健太 先生(保体) 住道中学校より 

3 木村 理史 先生 四条中学校へ 3 髙木 みさを 先生(美術) 谷川中学校より 

4 北村 勝彦 先生 摂津市・第二中学校へ 4 岡本 悠希 先生(数学) 新規採用 

5 兔子尾 智美 先生 退職 5 村田 大貴 先生(国語) 新規採用 

6 山﨑 康徳 先生 府立八尾支援学校へ 6 藤本 晃平 先生(社会) 北条中学校より 

7 今村 侑誠 先生 箕面市へ 7 一尾 滉太 先生(理科) 茨木市・西陵中学校より 

8 仮屋園 竜也 先生 谷川中学校へ 8 福井 彩乃 先生(保体) 谷川中学校より 

9 川井 健二 先生 住道中学校へ 9 宮城 明香 先生(音楽) 深野中学校より 

10 井畑 正輝 先生 諸福中学校へ 10 一之瀬 尚人 先生(社会) 枚方市・第三中学校より 

11 今西 彩 ＳＣ 大東市役所へ 11 髙瀬 智子 事務職員 北条中学校より 

12 藤田 良子 校務員 住道中学校へ 12 河井 美砂 ＳＣ 北条中学校より 

   13 佐竹 美弥 校務員 住道中学校より 

   

教職員の異動について 

祝 平成２８年度 入学式 



 

～全国学力・学習状況調査(３年生) 

＆ 大東市共通到達度確認テスト(１・２年生)～ 

 

 ４月１９日(火)、３年生を対象に全国学力・学習状況調査、１・２年生を対象に大東市共通到達度

確認テストが下記のとおり実施されます。 

 

１．目 的 ①学校における生徒への教育指導の充実や学習状況の改善に役立てます。 

      ②自分の学習到達度を詳しく知ることにより、生徒が具体的に何を学習すればいいのか 

理解し、学習意欲の向上と家庭学習の充実や自学自習力の向上を図ることに役立てま 

す。 

      ③全国学力・学習状況調査では、全国的な生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育    

施策の成果と課題を検証し、その改善に役立てます。 

 

２．内 容 (1)全国学力・学習状況調査 

         ①教科に関する調査・・・国語・数学  ⇒  国語・数学ともにＡ問題とＢ問題があり

ます。 

         Ａ問題：主として「知識」に関する問題 Ｂ問題：主として「活用」に関する問題 

         ②生活習慣や学習習慣等に関する質問紙調査 

       

(2)大東市共通到達度確認テスト 

  基礎的・基本的な学習内容と応用的な学習内容の定着度を確認します。 

        ①１年生・・・国語・数学     小学校までに学習した内容 

        ②２年生・・・国語・数学・英語  中学１年生までに学習した内容 

        ③市として実施する内容に加え、学校として社会・理科も追加して実施します。 

 

３．時間割 (1)全国学力・学習状況調査       

１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目 

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 生徒質問紙 

 

      (2) 大東市共通到達度確認テスト 

        ＜１年生＞ 

１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目 

国語 数学 理科 社会 授業(特活) 

 

＜２年生＞ 

１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目 

国語 数学 英語 理科 社会 

 

４．結果について 

      (1) 全国学力・学習状況調査    ９月上旬には結果をお知らせできる予定です。 

      

 (2) 大東市共通到達度確認テスト  約５週間後には結果をお知らせできる予定です。 

 

５．お願い  新しい学年がスタートして間もない時期でのテストですが、生徒にとって自身が学習 

した内容の定着状況や到達度を正確につかむことができるテストです。それぞれのご家 

庭でお子様に最後まで全力で頑張るよう、励ましの声をかけてあげてください。 

お 知 ら せ～1～ 



 

 

 

  １． 「南郷中学校だより」や学校のホームページで、保護者の皆様や地域の皆様に学校の取組み

の様子や生徒たちの頑張っている様子をお伝えしたいと考えています。できるだけ、具体的な

内容をお知らせしたいと考えていますので、記事の中にお子様の名前や写真等を掲載すること

があります。不都合等がある場合は担任を通じてご連絡ください。記事を作成する際、お子様

の名前や写真等を掲載しないようにさせていただきます。 

 

 ２． お子様のことや学校生活や学習のこと、家庭生活等で相談したいと思われた場合、先ず担任

に相談していただくことになりますが、内容により違う先生に相談したいと思われる場合もあ

るかと思います。そのような場合には、学校の担当者に相談していただくこともできます。担

当者は次のとおりです。 

 

河井 美砂〔スクールカウンセラー〕   藤本  將〔こども支援コーディネーター〕 

原崎 美周〔養護教諭〕         八杉 哲史〔生徒指導主事〕 

 松本 公一〔教頭〕 

 

    相談内容に応じてそれぞれの担当者が対応させていただきますが、スクールカウンセラーは  

   週一回の勤務〔金曜日〕が基本となっています。 

    スクールカウンセラーへの相談を希望される場合は、先ず電話連絡をお願いします。 

≪ＴＥＬ ０７２－８７２－８１８１  教頭：松本まで≫ 

 

 

 

 

お 知 ら せ～2～ 

大東市教育委員会からのお知らせ 


