
- 1 -

第１号 平成22年４月９日発行
大東市立住道中学校
校長 岡本 功
０ ７ ２ － ８ ７ ２ － ７ ３ ５ １
http://ed.city.daito.osaka.jp/sumi-jhs/

『まかせて安心！落ち着いた環境で、子ども
たちが自分の良さを存分に発揮できる学校』
をめざします

校長として３年目を迎えました岡本です。
今年度も学校づくりのキーワードは「落ち着き」です。
価値観が多様化しており、保護者の皆さんの学校に対するニーズも千差万別
である時代であるとは承知しておりますが、学校にまず期待されているのは
このことに尽きるのではないでしょうか。
落ち着いているからこそ、子どもたちは安心して学校生活を送り、互いに

切磋琢磨し、自分の良さや可能性を伸ばしていくことができます。
数年前に大きな「荒れ」を経験した本校です。二度とそんな悲しい歴史を

繰り返してはならないことは、誰より私たち教職員が強く決意しているとこ
ろです。
保護者・地域の皆様方のご支援、そして生徒の頑張りによって、数年前に

比べればずいぶん改善はされています。
しかし、もちろん「これでよし」ではありませんし、課題もたくさん残って
います。
住中再生の歩みを止めることのないよう、

◎方針を明確にし、 ◎教職員が一致して、
◎前例主義にとらわれない具体的な取り組みを進め、
◎情報は積極的に発信して、
一層の成果をあげていきたいと考えています。
昨今、公立学校への不信と期待が渦巻いています。「人は多様な人との営み

の中でしか鍛えられないし、成長しない」というのが私の考えです。それだ
けに公立学校が背負う責任と存在意義の重さを感じます。
「公立学校だからこそできること」があるはずです。
昨年度の卒業式後に、来賓のお一人から「公立の中学校でここまでの卒業式
ができるとは驚いた」とのありがたい言葉を頂戴しました。
「地元の中学校に通わせてよかった」と思っていただける学校づくりに今年
度も挑戦したいと思います。
思春期の子どもの成長は必ずしも直線的ではありませんが、子どもたちに

とってはかけがえのない３年間です。
一人一人を大切に思い、期待するからこそ、学校が「託児所」ではなく子

どもたちを鍛える場所として、冷たくない厳しさと甘やかしでない優しさを
もって指導・支援をしてまいりますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げ
ます。
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◎校 訓 自主・協調
◎教育目標 すすんで考える ひろく思いやる

みずから鍛える

【今年度 住中が重点的に取り組むこと】

① 学び合いのできる人間関係の構築をめざします
・全学級において班活動を核に、仲間づくりのための意図的・計画的な取り
組みを展開します。
・「学び合い・認め合い・高め合い」のできる人間関係をめざして、学級づくり
を進めます。

②学力の向上をめざします
・「授業で学力をつける」ことをより意識し、わかりやすい授業のために教職
員も研修を行い、努力します。
・「すみスタ」・「放課後まなび舎」・「土曜チャレンジ」を今年度も実施します。
・「毎日宿題」を今年度も実施します。
・終礼時に全学級で１０分間の基礎学習を今年度も行います。

③行事・クラブの活性化を継続します
・仲間づくりの機会にします。
・個を鍛える機会にします。
・豊かな人間性の育成の機会にします。
・地域との連携を密にする機会にします。

④生徒指導の課題改善に向けて、前向きに、丁寧に、一致して取り組み
ます

・努力している生徒が正当に評価され、報われる学校にします。
・「身だしなみ」の指導等も含め、家庭との連携を一層密にします。
・「授業エスケープ」、「校内喫煙」ゼロが学校の生命線という位置づけで指
導にあたります。

⑤開かれた学校づくりにより力を入れます
・ホームページ、各種通信、各種説明会などで情報発信をします。
（ブログ形式のＨＰは毎日更新をめざします。）
・よいことも悪いこともオープンにし、ともに当事者として考える学校にします。
・学校への苦情は「請求書」、オープンにします。
・言い訳でなく、説明を心がけます
・保護者の方の参観はいつでも結構です。「学校公開期間」では校区小学校
６年生の保護者にも学校見学をしていただく日を設定します。
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《担任等紹介》

１年 ２年 ３年

学年主任 岸野 匡憲 （数） 奥野 雅代 （英） 榎本 恵子 （英）

１組担任 奥村 彰悟 （国） 中村 宏三 （数） 蔭山 正照 （社）

２組担任 田中三惠子（国） 金田 英子 （国） 木村千代美（数）

３組担任 森 健太 （体） 加藤 尊康 （体） 中村絵美子（家）

４組担任 武田 真澄 （英） 辰本 マキ （体） 坂本乃里未（国）

５組担任 中西 淳 （英） 嘉屋 隆夫 （社） 中村 英俊 （理）

６組担任 安川 亜希 （社）

あすなろ学級 紀本 光子 中野文代（通級） 田矢 昭治

副担任 冨田 茂夫 （理） 松阪 真理 （英） 村田 健 （技）
永脇 祥子 （数） 徳山 貴範 （理） 松下 孝子 （英）
濱本 節己 （体） 藤本 智可 （音） 藤田 太朗 （体）

藤本 將 （英） 竹中 政哉 （英）
窪 誠司 （美）

非常勤嘱託 赤塚 繁樹 永田千代子 津田 裕子

・教務主任 ：窪 誠司 ・事務主査：奥田 君子
・生徒指導主事：濱本 節己 ・事務主事：小南 望
・進路指導主事：村田 健 ・校務員 ：渡辺 義和・日高 沢子
・不登校対応専任教員：藤本 將 ・介助員 ：牧 敏美
・養護教員：坂田 舞 ・ＡＥＴ：アシュリー

《転出教職員 紹介》 お世話になりました。ありがとうございました。
・和阪 佳子先生 支援学級 大東市教育委員会へ
・齋藤 正弘先生 理科 深野中学校へ
・綱島 潤一先生 保体 大東中学校へ
・林 あかり先生 養護教員 寝屋川市立池田小学校へ
・松本 恵子先生 非常勤嘱託 退職
・吉川 美穂先生 介助員 退職

《転入教職員 紹介》 よろしくお願いします。
・中野 文代 国語 諸福中学校より
・紀本 光子 英語 南郷中学校より
・徳山 貴範 理科 新規
・森 健太 保体 新規
・中西 淳 英語 大東中学校より
・藤田 太朗 保体 新規
・坂田 舞 養護教員 谷川中学校より
・永田 千代子 非常勤嘱託 北条中学校より
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２０７名の新入生 入学おめでとう

「空をゆく ひとかたまりの 花吹雪」（髙野素十）
４月６日、満開の桜に見守られて本校第６２回入学式が執りおこなわれま

した。多くのご来賓、保護者の方に祝福をされ、６４期生が希望あふれる中
学校生活のスタートをきりました。
新入生紹介では担任の先生から一人一人の大切な名前を呼ばれました。大

きな、凛とした返事は新入生のやる気と中学生活への期待を感じさせるもの
でした。式における態度、話を聞く姿勢などもよく、頼もしく感じました。
早く住中での生活に慣れて、自分の良さを存分に発揮、アピールしていって
ほしいと思います。
式辞ではお祝いの言葉とともに、中学校３年間で大きく成長するための３

つの方程式について話をしました。
①よい習慣を身につけていくこと
②周りと協調するよう自分を鍛えていくこと
③よい友達を持つこと です。
保護者の皆様におかれましても、お子様が新しい環境に慣れるまで何かと

ご心配のことと存じます。気になる点や不安に思っておられることがありま
したら遠慮なく担任までご連絡ください。住中はいつでも保護者の方といっ
しょに子どもの成長を支援していきたいと考えています。

ご家庭にぜひお願いしたいこと

◎学校での出来事、様子など毎日会話をしてください。
◎朝食は毎日摂らせてください。
◎早寝・早起きで、遅刻のないようにしてください。
◎学校の用意を前日にさせてください。
◎できるだけお弁当を作ってあげてください。
◎毎日宿題があります。机の前に座る習慣をつけさせてください。
◎携帯電話やゲームの使用について家庭でルールを決めてください。
◎子どもの頭髪・身だしなみ・持ち物などに気を配ってください。

「創立記念日」は課業日です
４月１９日（月）は本校の創立記念日ですが、課業日（午前中授業）とし

ます。理由は、
①創立記念日の意義を深めるためには、休業日にするよりも課業日にして、
朝礼や授業を行うほうが、より有意義であると判断しました。

②授業時数をできるだけ確保したいと考えました。
③年度当初、ようやく整い始めた生活リズムを継続させたいと考えました。
ご理解の程よろしくお願いします。


