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第１号  平成27年４月８日発行 
大東市立谷川中学校 
校長 岡本 功 
℡：０７２－８７１－５４７１ 
 
ＨＰ毎日更新しています！ 
                  

『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 

 

  谷川中学校長として３年目を迎えました岡本です。 

 ５年間お世話になった住道中学校から転任して早や２年。保護者や地域の
皆様には、いつも温かいまなざしで学校を見守りながらご支援をいただいて
おりますこと、改めてお礼申し上げます。 

 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。 

 大きな「荒れ」ではないものの、今ひとつピリッとしない、「落ち着き」
までなかなか到達しないという歴史が繰り返されている本校です。 

 『学び合い・認め合い・高め合い』のできる友達関係のもと、『一生懸命
頑張ることは格好いい』という雰囲気がさらに醸成されるよう、 

◎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組みを進め、 

◎情報は積極的に発信して、 

学校として成長し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。 

 保護者の皆様との信頼関係を築き、「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努めてまいります。 

 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  自律・友愛 

◎教育目標  豊かな思考力と 適正な判断力の育成 

                     温かい友情と 郷土愛・人類愛の育成 

      自主自律の心と 責任感の育成 

 

 

【今年度 谷川中が重点的に取り組むこと】 

 

 ①「あいさつ」と「場に応じた言葉遣い」のできる生徒の育成をめざします 

   ・卒業後社会で求められる常識でもありますし、伸びる子の土台、必 
    要条件でもあります。ご家庭でもご協力をお願いします。 

 ②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な取組み 
    を展開します。 

    ・「学び合い・高め合い・認め合い」のできる人間関係をベースに学級 
    づくりを行います。 

 ③学力の向上をめざします 

    ・全校一斉「朝の読書」に取り組みます。 

    ・補充学習（放課後・土曜日）のシステムを学校として充実させます。 

     ・わかりやすい授業のために教職員も研修をし、努力します。 

    ・全学年・数学、２年生・英語において尐人数またはＴＴ（ティーム 
    ティーチング）授業を行います。 

    ・全学年で「毎日宿題」「自学自習ノート」に取り組みます。 

    ・各種検定（英語・漢字・数学・日本語等）に積極的に取り組みます。 

    ・月に１回「授業だより」を発行し、授業進度や学習方法等ついてお 
    知らせします。 

 ④生徒会活動・行事・部活動の活性化をめざします 

    ・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。 

 ⑤生徒指導の課題には毅然とした姿勢でのぞみます 

    ・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。 

    ・暴力行為や器物損壊行為等、「社会で許されないことは学校でも許さ 
   れない」ことを明確にしながら、関係機関との連携を図ります。 

 ⑥見える学校づくりをめざします 

    ・情報や取組みをオープンにし、ともに当事者として考える学校にしま 
    す。 

    ・「学校評価」のための材料を積極的に提供します。 

    ・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。 

     ※ブログ形式のホームページは毎日更新し、谷中生の頑張りをお伝え 
     します。 
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《担任等紹介》 

 
   教頭 北西 広和 

 
 

 
 

 
１年 

 
137(男81・女56) 

 
２年 

 
136(男74・女62) 

 
３年 

 
134(男74・女60) 

 
学年主任 

 
 河合 雅代（音） 

 
 藤井 浩二（技） 

 
 髙木みさを（美） 

 
１組担任 

 
 北端 真之（英） 

 
 坂本乃里未（国） 

 
 西村 晋作（理） 

 
２組担任 

 
 土橋 孝幸（数） 

 
 佐藤 弘樹（理） 

 
 野村 俊夫（社） 

 
３組担任 

 
 樋本 和真（体） 

 
 吉竹   翔 （社） 

 
 武内  勇樹（国） 

 
４組担任 

 
 河合 雅代（音） 

 
 和泉  諒子（体） 

 
 藤井  雅子（家） 

 
副担任 

 
 
 
 

 
 東尾 遼香（国） 
 久本 俊彦（数） 
 池口  央 （理） 
 水谷  凌 （社） 
 比良  民江（家） 

 
 佐伯健太朗（数） 
深川 和真（英） 
 村川 雅仁（英） 
 今田 泰三（英） 
 川涯 加奈（体） 

 
 北田 真弓（数） 
 柗本  一樹（数） 
 綱島 暁子（英） 
 山脇 敬一（体） 
 

 
養護教諭 

 

 
  
 

 
 大波 有加里 
 田中 宏実 

 
 
 

 
・教務主任  ：池口 央             ・事務副主査：吉川順子 
・生徒指導主事：山脇敬一            ・校務員     ：倉内則代 
・進路指導主事：柗本一樹                                               
                                   
・支援学級担任： 川涯加奈・比良民江・水谷 凌  
 
・ＡＥＴ：デイヴィッド・マロゼック ・不登校支援員：澤田舞子 
・スクールカウンセラー：久保雅代 
 

 
《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。 
 
・藤井 郁恵教頭先生             三箇小学校（校長）へ 
・外川 浩之先生     技術     北条中学校へ 
・岡田 圭史先生     社会     住道中学校へ 
・沖野 慶子先生   国語      ご退職 
・藤川 朊也先生    社会       大阪市立今津中学校へ 
・前田 雄次先生    数学       ご退職 
・藤井 卓満先生    理科       ご退職 
・小西 正己校務員            北条幼稚園へ 
         ４月１０日（金）離任式でご挨拶をいただきます。 
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《転入教職員 紹介》   よろしくお願いします。 
 
・北西 広和教頭先生       深野中学校より  
・藤井 浩二先生     技術     北条中学校より 
・土橋 孝幸先生     数学       泉佐野市立佐野中学校より 
・佐藤 弘樹先生     理科        小牧市立篠岡中学校より 
・東尾 遼香先生     国語        交野市立第三中学校より 
・北田 真弓先生     数学        新規 
・樋本 和真先生   保体        交野市立第二中学校より 
・野村 俊夫先生   社会     四条中学校より 
・川涯 加奈先生     保体      新規 
・水谷 凌先生     社会      新規 
・田中 宏実先生     養護教諭     新規 
・赤塚 繁樹先生   学校司書   深野中学校より 
・山田 紀子先生   介助員    泉小学校より 
 
 

   １３７名の新入生 入学おめでとう 

 
 
 ４月６日（月）、本校第３８回入学式を挙行いたしました。 
 大東市長・東坂浩一様をはじめ多くのご来賓の皆様、保護者の皆様の祝福
を受けて３８期生が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が呼ばれました。大
きな、凛とした返事は新入生のやる気と希望を感じさせるものでした。 
 早く谷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人に共通
する３点について話をしました。 
①よい習慣が身についている人 
②周りと協調することができる人 
③授業を大切にする人      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。谷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、様子を毎日聞いてください。 
   ◎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。 
   ◎毎日短時間でもよいから机の前に座る習慣をつけさせてください。 
   ◎携帯電話・スマートフォンやゲームについて家庭でルールを決めてください。 
   ◎子どもの頭髪・身だしなみに気を配ってください。   
   ◎学校からの配布プリントを保護者に渡す習慣をつけてください。 

 

 


