
  

      

  

 

 

                                              

       ～ホームページを毎日更新しています。ぜひご覧ください～ 

平成 29年度がスタートしました 

 「真面目に学校生活を送っている生徒が嫌にならない学
校づくりをめざします」                       

１．学校教育目標 

  『自律・友愛』  

２．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』 

３．学校経営方針 

（１）谷川中学校の伝統と文化を発展させ、誇りのある校風の醸成に努める。 

（２）教職員の共通理解のもと、一致した取り組みを行い、落ち着きのある学校環 

  境づくりに務める。 

（３）学校の現状や取り組み、成果等を積極的に発信し、家庭・地域との連携をよ 

   り一層推進することによって、信頼される学校づくりに努める。 

 

始業式において以下の話を生徒たちに伝えました。 

（１） クラス分け発表を見て、喜んだ人もいれば、少しがっかりした人もいるかと 

思います。しかし、できない事をできるようにしなければいけない事は社会

に出ればたくさんあります。気持ちを切り換えて新しい仲間と頑張りましょ

う。 

（２）「やればできる」より「やれば伸びる」 

    よく勉強とかで「やったらできる」という言葉を聞きますが、その表現よ 

   り誰でも「やったら伸びる」という表現の方が適切ではないかと考えます。 

   できるようになりまで、人によって時間は違います。時間がかかっても、で 

きるようになるまで努力する姿勢が大切です 

（３） 自分、仲間を傷つけない 

この４月から谷川中学校に転入した仲間もいます。その不安な気持ちを考

えられる人になりましょう。また勉強を理解するのに時間がかかる仲間には 

   教科担任の先生以外の先生が授業に入り教える場面が出てきます。その事で

仲間を冷やかしたりすることは許されることではありません。 

    生まれつき体に障がいがある仲間を傷つけることは絶対、人として許され 

   ることではありません。 

１％の才能と９９％の努力で道は開かれる！！ 

 人は節目で気持ちを新たにして「やり直す」ことが必要です。生徒たちにとって、

今がその時期です。『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。一人ひとりの大事な生徒が谷川中学校をさらに好きになるよう、

教職員は保護者・地域の方と連携していきたいと考えています。 

給食が始まりました 

民間調理業者の施設で作った、おかずやごはんをお弁当に１人ずつ盛りつけられ

た給食が各中学校に配送されます。業者は西と東のブロックで分かれます。 

本校は今年度から業者が「松ちゃん給食」から「万福」に変わりました。 

《調理業者》 

西ブロック（南郷・住道・諸福・大東） 

⇒株式会社 松ちゃん給食 

東ブロック（四条・深野・北条・谷川） 

⇒株式会社 万福 

お箸を忘れていませんか。続けて忘れているようでしたらご家庭に連絡させてい

ただきます。 

教職員の異動がありました 

＜去られた教職員の方々＞ありがとうございました 
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坂本 乃里未 先生        ：  大東市教育委員会へ 

松居 康彦  先生（社会）    ：  諸福中学校へ  

池口 央    先生（英語）    ：  四条中学校へ 

綱島 暁子  先生（英語）    ：  深野中学校へ 

吉竹 翔   先生（社会）    ：  退職 

深川 和真  先生（英語）    ：  南郷中学校へ 

今田 泰三  先生（英語）    ：  退職 

水谷 凌   先生（社会）    ：  住道中学校へ 

久保 雅代  先生（スクールカウンセラー）：  埼玉県 

倉内 則代  さん（校務員）   ：  三箇小学校へ 

＜新たに赴任された教職員の方々＞よろしくお願いします 

隂山 祐美子 先生        ：  深野中学校より 

芋高 愛   先生（英語）    ：  南郷中学校より 

田中 泰資  先生（英語）    ：  新規 

村埜 翔太  先生（社会）    ：  大東中より 

藤本 マキ  先生（保体）    ：  氷野小学校より 

 北村 勝彦  先生（理科）    ：  諸福中学校より 

 佐々木愛美  先生（保体）    ：  新規  

 田中 一枝  先生（介助員）   ：    深野小学校より 

小泉 真由美 さん（校務員）   ：  灰塚小学校より 

岡田 由貴子 先生（スクールカウンセラー） 

学年構成をお知らせします 

＜１学年構成＞ 

 学年主任    徳山 貴範 （理科） 

「担任」 １組  土橋 孝幸 （数学） ２組   隂山 祐美子 （国語） 

     ３組  上野 誠司 （社会） ４組  藤井 雅子  （家庭）  

「副担任」下地 淳子（英語）・山脇 敬一（保体）・藤本 マキ（保体） 

     比良 民江（家庭）・佐々木愛実（保体）・田中 一枝（介助員）      

＜２学年構成＞ 

 学年主任    窪 誠司（美術） 

「担任」 １組  仮屋園 竜也 （国語） ２組  北田 真弓 （数学） 

     ３組  西村 晋作  （理科） ４組  芋高 愛  （英語） 

「副担任」村埜 翔太 （社会）・高木 和磨 （数学） 

     佐藤 弘樹 （理科）・和泉 諒子 （保体） 

     森本 一雄 （図書担当） 

 

＜３学年構成＞ 

 学年主任    河合 雅代 （音楽）  

「担任」 １組  東尾 遼香 （国語） ２組 北端 真之 （英語） 

    ３組  樋本 和真 （保体） ４組 河合 雅代 （音楽） 

「副担任」柗本 一樹（数学）・浅松圭太郎（社会）・久本 俊彦（数学） 

     田中 泰資（英語）・藤井 浩二（技術）・北村 勝彦（理科） 

     沢田 舞子（学校サポーター）・デイヴィト（ＡＥＴ） 

     田中 宏実（養護教諭） 

【学 校 構 成】 

校 長    山内 敏弘     ： 保健主事    隂山 祐美子 

教 頭    山田 猛男     ： 学習指導部長  久本 俊彦 

首席     藤井 浩二     ： 生徒活動部長  高木 和磨 

指導教諭   河合 雅代        ： 集団づくり推進担当  高木 和磨 

教務主任   藤井 浩二     ： ＰＴＡ担当   佐藤 弘樹 

生徒指導主事 山脇 敬一     ： 副主査     吉川 順子 

進路指導主事 柗本 一樹     ： 校務員     小泉真由美 

支援担    比良 民江     ：  ＡＥＴ     デイヴィッド 

支援担    佐藤 弘樹     ：   養護教諭    田中 宏実 

支援担    浅松 圭太郎    ：  スクールカウンセラー  前田由貴子 

特別支援Ｃｏ 和泉 諒子     ： 日本語指導   井手 尚子            

●外部クラブ（柔道・剣道等）をしているお子さまで、中体連の加盟が必要な場合 

は、担任を通じて学校にご連絡ください。 


