
 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度がスタートしました 

平成３０年度＜学校教育目標＞ 

『豊かな思考力と適正な判断力の育成』と『体力・耐力・帯力・対力の育成』

をめざして 

 

 このたび、谷川中学校長に着任しました、山田猛男（やまだたけお）と申しま

す。昨年までは谷川中学校にて教頭としてお世話になりました。今年度は気持ち

も新たに、教職員と一丸となって子どもたちの健やかな成長と豊かな学びのため

に、全力で教育活動に当たってまいります。よろしくお願いいたします。 

１．めざす子ども像 

（１）自ら考え、判断し、行動できる生徒。 

（２）生命や人権を尊重し、他者を思いやり、仲間と共に学ぶ生徒。 

（３）主体的に取り組む精神とたくましく生きぬく力をもった生徒。 

（４）あいさつができる生徒。 

２．学校運営方針 

（１）学校の現状や取組み、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。 

（２）教職員の共通理解のもと、一致した取組みを行い、落ち着きのある学校環

境づくりに努める。 

（３）生徒との人間関係をより深く構築する。 

 

始業式において以下の話を生徒たちに伝えました。 

フランス革命の頃、フランスにルソーという人がいました。その著書「エミー

ル」で、主人公エミールに「もっとも多く生きる人は、もっとも長く生きる人で

はない。生きているというこの喜びを多く感じた人である。」と語らせています。

小学校高学年や中学生になると、なぜ人は生きていくのかと考える年齢になり

ます。答えは一つではありません。しかし、毎日ワクワク・ドキドキできるもの

がある人は、生きる価値を感じることができると思います。 

  勉強、スポーツや文化に関する部活動、読書、趣味、音楽、美術鑑賞など、

何でもそうですが、積極的に自分から挑戦をすることが大切です。誰かが教えて

くれる、与えてくれるものを待っているのでは、ワクワク・ドキドキを実感する

ことができません。自分で考え、自分から学ぶ姿勢を見せましょう。失敗を恐れ

ず、恥ずかしがらず、前向きな一歩を踏み出しましょう。 

今年は、自分でも気づかない「新しい自分」を発見し、素晴らしい人や新しい

趣味に出会ってください。そしてワクワク・ドキドキを実感してください。 

 

新入生代表による『誓いの言葉』。５日（木）の入学式でも、９日（月）の対面式

でも、落ち着いていて堂々とした発表でした。 

 

『誓いの言葉』の一部を紹介します。 

「これから新たな中学校生活が始まります。新しい

教室、新しい先生、新しい友だち、いろいろなこと

が初めてで、不安な気持ちもあります。小学校と違

って各教科で先生がかわるので、とまどうことが出

てくると思います。その時は、先生、先輩方に聞き

ながらやっていこうと思います。今楽しみにしてい

ることは、クラブ活動や体育大会、文化祭です。めいっぱい楽しみたいです。そ

のためにもお互いが助け合う力と団結力がとても大切になります。新入生１１６

名で力を合わせてがんばっていきます。」 

 

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。 

山内 敏弘 校長先生   ： 大東中学校へ 

比良 民江 先生（家庭） ： 深野中学校へ 

下地 淳子 先生（英語） ： 大東中学校へ 

和泉 諒子 先生（保体） ： 北条中学校へ 

浅松 圭太郎先生（社会） ： 門真市立第五中学校へ 

藤本 マキ 先生（保体） ： 四条中学校へ      裏面有り  
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高木 和磨 先生（数学） ： 交野市立第二中学校へ 

佐々木 愛実先生（保体） ： 東大阪市立布施中学校へ 

北村 勝彦 先生（理科） ： 退職 

森本 一雄 先生（司書） ： 新町保育園（園長先生）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。 

  杁山 正之 教頭先生   ： 諸福中学校より 

小段 一昌 先生（社会） ： 四条中学校より 

加藤  啓 先生（理科） ： 大東中学校より 

大川 君佳 先生（保体） ： 諸福中学校より 

鈴木 友佳 先生（保体） ： 東大阪市立石切中学校より 

  岩本 知子 先生（理科） ： 北条中学校より 

  加瀬 桜子 先生（保体） ： 新規 

  有馬 真弓 先生（司書） ： 深野小学校より 

学年構成をお知らせします。 

＜１学年構成＞ 

 

 学年主任   河合 雅代 （音楽） 

 「担 任」１組 田中 泰資 （英語） ２組 樋本 和真 （保体） 

      ３組 小段 一昌 （社会） 

「学年所属」西村 晋作（理科）・久本 俊彦（数学）・藤井 浩二（技術） 

東尾 遼香（国語）・岩本 知子（理科）・加瀬 桜子（保体） 

田中 宏実（養護教諭） 

 

 

＜２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） 

「学年所属」亀甲  愛（英語）・山脇 敬一（保体）・鈴木 友佳（保体） 

      田中 一枝（介助員）・井出 尚子（日本語指導員） 

      有馬 真弓（図書担当） 

 

＜３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 加藤  啓 （理科） 

      ３組 北田 真弓 （数学） ４組 北端 真之 （英語） 

「学年所属」柗本 一樹（数学）・大川 君佳（保体）・村埜 翔太（社会） 

      佐藤 弘樹（理科）・デービッド（AET） 

 

【 学 校 構 成 】 

 校 長     山田 猛男     保健主事    佐藤 弘樹 

 教 頭     杁山 正之     学習指導部長  西村 晋作 

 首席（教務主任）藤井 浩二     生徒活動部長  亀甲  愛 

 指導教諭    河合 雅代     副主査     吉川 順子 

 生徒指導主事  山脇 敬一     校務員     小泉真由美 

 進路指導主事  柗本 一樹     介助員     田中 一枝 

 支援担任    佐藤 弘樹     日本語指導   井出 尚子 

 支援担任    東尾 遼香     A E T     デービッド 

 支援担任    村埜 翔太     スクールカウンセラー 

 支援担任    鈴木 友佳             前田由貴子 

 P T A担当   久本 俊彦     養護教諭    田中 宏実 

 

お 知 ら せ 

１．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。ただし、中体連加盟期限があ

りますので、４月２０日（金）までにお申し出ください。 

２．「全校一斉退庁日」を原則毎週水曜日に設定し、勤務時間終了後の午後７時ま

でに全教職員が学校を退勤します。月ごとの行事予定に「学校退庁日」とし

て記載します。 

３．生徒の心身の発達および教員の業務軽減の観点から、原則平日週１日以上部

活動なしの日を設定します。月ごとの行事予定でご確認ください。また、休

業日（土曜日や日曜日等）月２回以上の「ノー部活デー」を設定します。こ

ちらに関しては、各部活動から配付される予定表をご確認ください。 


