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「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）

あわただしい日々が続いています。

学校は、離任式、着任式、始

業式、入学式、そして、学級の

組織づくりと目標の設定、新入

生との対面式・オリエンテーシ

ョン、さらには、４月当初のさ

まざまな教育活動の準備を、わ

ずかな日数で行い、新学期をス

タートさせました。

今年は、4月2日、3日が土日のために、始業

式までの準備は、時間的に窮屈でしたが、本校

教職員の機動力はなかなかのものでした。

土・日も職員室、教室、会議室は職員だらけ

、 、で 383名の生徒一人一人をイメージしながら

各校務が着々と進んでいきました。

『環境は人をさて、赤穂中学校は、本年度も

という視点に立ち、赤変える』

穂中学校の教育環境【人・物・

心】を 「すべての生徒の安心」、

につながる方向で改善してまい

ります。

「すべての生徒が安心して学校教育目標は、

とし、昨年同様に「安学習できる学校づくり」

心」して生活できる学校づくりをめざします。

また、本年度の重点課題として、次の項目に

ついて、生徒も教師も取り組んでいきます。

□人を大切にする 【礼儀、あいさつ】

□相手の立場に立つ

【ていねいな仕事、きめ細やかな関わり】

□感謝の気持ちを伝える

【 ありがとう」があふれる学校】「

□人の話をしっかり聴く【まず、聴く】

□清掃で心を磨く【１日１箇所きれいに】

□靴をそろえる【自分を見つめ、心を揃える】

なお、新入生には、入学式の式辞で、次の３

点について話しました。

□授業を大切にする

□自分からあいさつをする

□靴をそろえ、心をそろえる

また、２・３年生には、始業式

の式辞で、

□生活環境が大きく変わるこの時期は、自分を

変える、新しい自分づくりのチャンス

□先輩の「気づき・考え・実行する」力と「や

さしさ」によって、新入生の「不安」を解消す

ることについて話しました。

個別の課題を含め、赤穂中学校には多くの課

題が山積しておりますが、学校環境『人・物・

心』は確実に変わりつつあります。

大学を卒業したばかりの先生から、超ベテラ

ンの先生まで、総勢37名の教職員の機動力と団

結力を生かし、さらに学校環境の改善を加速し

ていきたいと考えています。

※この学校だよりは、28年度NO.18より開始します。

総数37名です

＜校 長＞ 学 年 １年生 ２年生 ３年生平井 正彦

小野 晴也（社） 井川 直美 美 尾上 欣也(英) 植木 章好(体)＜教 頭＞ 担 当 （ ）

村上みどり（国） 中林 達紀(数) 大仲 裕子(国) 沼田 圭佑(数)＜教育計画＞ １組

矢野 昭博 技 岡本真以子 体 秋田 莉代(理) 末政 貴香(国)＜生徒指導＞ ２組（ ） （ ）・主幹

下村 健太（理） 孝橋 千愛 英 川島 大季(社) 金田 幸雄(社)＜生徒支援＞ ３組 （ ）

山﨑 直也（体） 平野 雅子 社 香嶋 友也(数) 榎 美保(理)＜初任指導＞ ４組 （ ）

）＜養護教諭＞ 長田由香里（主幹） 髙田由貴子(英) 澁田 明美(英特別支援

）＜事務職員＞ 廣島 勉（主査） 吉村 未来(英学級

（ ） ）＜ ＞ 副担任特支教育指導補助員 柏野 英昭 塚本 桂子 北山 佳奈 体 熊倉 大悟(数

（ ） ）＜ ＞スクールカウンセラー 塚崎 佳子 （家・英） 滝本 美加 音 田中 幸代(英

吉田 美保＜心の教室相談員＞

クリストファー・グッドマン＜英語指導助手＞

岸本千佳子、大上 瑞穂＜用 務 員＞



先生の校務《ちょっと解説》
スクールカウンセラー

■心のケアが必要な生徒へのカウンセリングや教育相談を行います （週１日） カウンセラー。

は生徒だけでなく、保護者からの子育てや教育に関する相談も受け付けています。また、学校以

外の施設でカウンセリングを受けたい方は、赤穂市青少年育成センターにもカウンセラーを配置

しています。希望がありましたら、学級担任または学校までお知らせください。(TEL 42-2149)

教育計画

■学校教育の計画（教育課程）に沿って、時間割や日課など、毎日の教育活動を調

整しながら、学校全体の歯車の噛み合いを良くしていく「教務」の仕事です。

生徒指導

■生徒と関わっていく教師への支援と生徒への指導、また関係機関や関係団体との

連携した活動など、生徒指導全体のまとめ役です。

生徒支援教員

■人権問題を中心に、学習支援、不登校、教育相談など、生徒を取り巻くいろいろ

な課題を学級担任と協働し改善していくための活動をします。

初任者指導教員

■新任教員の教育事務や生徒指導、授業支援など、新任教員の指導を担当します。他校の新任教員

の指導にも行きます。

特別支援教育指導補助員

■特別支援学級での教育活動を支援する仕事です。経験を重ねてきたベテランの先生が担当してい

ます。

心の教室相談員

■教師とは違う視点と関わりによって生徒とふれあい、生徒の心や気持ちのもつれを解きほぐして

いく活動です。先生ではなく、一般の方にお願いしています。

〔敬称略〕 〔敬称略〕離任した職員 着任した職員
◇安井 誠治（教頭）→坂越中校長 ◇小野 晴也（教頭）← 赤穂西中（主幹教諭）

◇額田 一正（退職） ◇田中 幸代（英語）育休より復帰

◇田辺 久栄（退職） ◇髙田由貴子（特支）← 赤穂西中

◇和泉はる奈（退職） ◇熊倉 大悟（数学）← 姫路市立東光中

大阪・和泉市立光明台中◇谷中 俊一 → 坂越中へ ◇秋田 莉代（理科）←

◇寺内多希子 → 赤穂東中へ ◇滝本 美加（音楽）新任

◇市村 大樹 → 赤穂東中へ ◇岡本真以子（保体）新任

◇久保 雅裕 → 宝塚市立山手台中へ ◇川島 大季（社会）

◇大下あづさ → 赤穂東中へ ◇北山 佳奈（保体）

◇福井 有紀 → 坂越中へ ◇塚本 桂子（ ）← 家島高校家・英

◇白神 和子( )→ 高雄小へ ◇岸本千佳子（ ）← 高雄小用務員 用務員

4/10(日)４月・５月 の主な 春の義士祭
大活躍「ありがとう」「おめでとう」□ 4/19(火) 全国学力・学習状況調査(3年)

□ 4/25(月) 家庭訪問～4/28 ■ で、地域の一４月恒例の大石神社「春の義士祭」

□ 5/15(日) 市民体育祭【登校日】 員として出演し活躍してくれました。地域の方か

□ 5/16(月) 代休 らも、感謝の声「ありがとう」が届いています。

□ 5/19(木) 中間テスト～5/20(金) ＜参加生徒氏名 学級＞

□ 5/23(月) ３年修学旅行～5/25(水)沖縄 正木真翔 3-4、横川未来 2-2、山下凪帆 2-2、

１年野外活動～5/24(火)閑谷 永濱志帆 2-1、大黒史織 1-4、中田青空 1-4、

□ 5/30(月) 教育実習～6/17 中村優里 1-3、橋本采女 1-3、正木 樹 1-2、

山﨑彩華 1-1、山﨑唯華 1-2

剣道大会＜中学女子の部＞■インターネット研修■ ■

5/10(火)教職員、5/12(木)生徒、5/29(日) PTA 大石内蔵助賞 １年 鳴瀧 冴子


