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１学期始業式 式辞より夢をあきらめない
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赤穂市立赤穂中学校 平成２９年４月２６日発行

「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）

ヘルスロードの桜が美しく

咲いています。桜は、古くか

ら日本人に愛され、多くの歌

人が、咲き始めや満開の時で

はなく、花びらが散っていく

様子に、自分の思いを託した

。 、歌を詠んでいます 一年の内

わずか一週間ほど咲き誇り、春の風に散ってい

く桜の花のはかなさと一瞬の輝きに、日本人は

「美しさ」を感じとります。

何気ない自然の営みや、かすかな変化に気づ

き、自分と重ね合わせて見つめることで、人の

感性は育っていくような気がします。登下校の

時には、ほんの少し気に掛けて、桜の美しさを

味わってください。春の訪れとともに、新しく

なっている自分に気づくかもしれません。

さて、今日から、赤穂中学校の平成29年度、

１学期が始まります。

新しい仲間、新しい学級、新しい先生と出会

い、新しい１年の始まりです。

環境が変わり、何もかも新しく

なるこの時期は、何となく不安

で落ち着きません。しかし、新

しい人・物、そして心との出会

いがあるからこそ、人は成長し

ていきます。少し窮屈に感じるときがあるかも

分かりませんが、これから何回も乗り越えてい

かなければならない壁の一つです。

ところで、これまでとは違う成長した自分に

なっていることに気づいていますか。それは、

みなさんが、一つ一つの壁を、１年かけて乗り

越えてきたからです。この繰り返しの中で、人

は自立した大人になっていきます。

今日からは、新しい自分で出発です。これま

での自分を振り返り、もっと勉強を頑張りたい

と思っている人、新しい仲間と一緒に自分を変

えたいと思っている人、もう少し落ち着いて、

よく考えてから行動しようと思っている人、み

んなの役に立つことをしてみようと思っている

人、いろいろな人がいろいろな目標を持って歩

き始めます。通る道、登る山は違っても、めざ

すのは 「自分の成長」です。、

新しい学級で、仲間とともに、さらに大きく

成長する一年間にしてください。

【中略】

そして、赤穂中学校の主人公として活躍する

時がやってきました。自分が動かなければ、何

も始まらない時がきたのです。みなさんは、小

学校へ入学してからこれまで、いろいろな活動

や体験を通して、いろいろなことに気づき、挑

戦し、努力して目標を達成してきました。自信

を持って、堂々と行動に移してください。学校

は、みなさんが、みんなのために実行しようと

する、前向きな意欲や頑張りを全力で応援し、

たとえ一歩ずつでも、全員が前進することを強

く願っています。

【中略】

さて、この暖かい春を待っ

ていたのは、桜だけではあり

ません。それは、希望と期待

で胸を膨らませ、明日入学し

てくる116名の新しい仲間です。しかし、新入

生の希望と期待の隙間からは、中学校生活への

不安が見え隠れしています。その不安は、大き

く成長した先輩である、みなさんの「気づき」

と「やさしさ」で 「不安」を「安心」に替え、

て欲しいのです。

新しい仲間を加えて 「すべての生徒が安心、

して学習できる学校」をつくりましょう。

私は、この学校の校長になって３年目になり

ました。私の夢は、すべての生徒と教職員が、

毎日ケガもなく、健康で、悲しい思いをするこ

ともなく、勉強や運動、文化活動を頑張ってく

れることです。時折、季節の移り変わりを肌で

感じて、笑顔で元気よくあいさつを交わす。そ

して、明日もまた、仲間と会えることを楽しみ

に家路を急ぐ。そんな普通の平凡な日が続くこ

とが、私の夢です。

簡単そうですが、平凡な普通の生活を続ける

ことは、一番難しいことであり、一番ぜいたく

な夢かもしれません。

しかし、私は夢をあき

らめません。きっと実現

すると、信じています。

※学校だよりは、29年度NO.31より開始します。



＜学年組織＞
１年生 ２年生 ３年生

平井 正彦 植木 章好(体) 井川 直美 美 尾上 欣也(英)＜校 長＞ 担 当 （ ）

小野 晴也（社） 熊倉 大悟(数 中林 達紀(数) 大仲 裕子(国)＜教 頭＞ １組 ）

村上みどり（国） 中川 雅博(社) 岡本真以子 体 秋田 莉代(理)＜教育計画＞ ２組 （ ）

矢野 昭博（技 ) 榎 美保(理) 孝橋 千愛(英) 川島 大季(社)＜生徒指導＞ ３組・主幹

下村 健太（理） －－－－－ 平野 雅子 社 香嶋 友也(数)＜生徒支援＞ ４組 （ ）

） （ ）＜養護教諭＞ 長田由香里（主幹） 澁田 明美(英 滝本 美加 音特別支援

）＜事務職員＞ 廣島 勉（主査） 吉村 未来(英学級担任

北山 佳奈 矢野 昭博(技) 村上みどり(国) 沼田 圭佑(数)＜ ＞特支教育指導補助員

塚崎 佳子 田中 幸代(英 下村 健太(理) 藤東 宏彰(体)＜ ＞ 副担任スクールカウンセラー ）

吉田 美保 三田 彩加(国) 眞野紗奈江(家)＜心の教室相談員＞

ヴァネッサ・リー＜英語指導助手＞

＜年齢構成表＞＜用 務 員＞ 岸本千佳子、大上 瑞穂

年齢 20～30 31～40 41～50 51～60 計＜教職員データ＞

■人数 35名 ■平均年齢 39.5 歳 ３ ５ ３ ３ 14男性

■男性 14名・女性 21名 ■母性：父性＝１：１ ９ ２ ３ ７ 21女性

□ 5/13(土) 市民体育祭（野球・テニス）

（登校日）□ 5/14(日) 市民体育祭基準日

□ 5/15(月) 振替休業日退職・転任した職員 〔敬称略〕

□山﨑 直也（体）→有年中へ □ 5/18(木) 中間テスト～5/19(金)

□髙田由貴子（英）→西宮市立甲武中へ □ 5/20(土) 市民体育祭（剣道）

□末政 貴香（国）→赤穂東中へ □ 5/21(日) ３年生登校日(午前中)

□金田 幸雄（社）→赤穂東中へ □ 5/22(月) ３年修学旅行～5/24(水)沖縄

□村上みどり（再任用 〔赤穂中〕 □ 5/29(月) 教育実習～6/17）

□北山 佳奈（再任用 〔赤穂中〕 □ 5/30(火) 教育相談～6/2）

□塚本 桂子（退職） □ 5/31(水) PTAあいさつ運動

□柏野 英昭（退職） □ 6/ 7(水) OS・学級懇談会・ネット研修

□森川 洋子（退職） □ 6/10(土) １年生野外活動～6/11 嬉野台

□ 6/14(水) 学校評議員会、PTAあいさつ

□ 6/21(水) 期末テスト～6/23

□ 6/25(日) 市総体（陸上）

□ 6/30(金) １年生防煙教室着任した職員 〔敬称略〕

■中川 雅博（社）新任

■藤東 宏彰（体）坂越中より

地域で活躍する中学生に！■三田 彩加（国）新卒

大石神社『春の義士祭』4/9(日)■眞野紗奈江（家）新卒

女人義士行列、傘踊り、よさこい踊りなどの

パレードで賑わう義士祭。獅子舞保存会で義士

祭を盛り上げてくれたと地域から、感謝の声。の主な

□ 5/ 2(火) インターネット研修(生徒) ＜お疲れ様でした。＞

□ 5/ 7(日) 市民体育祭（柔道） □３年～横川未来、永濱志帆

□ 5/ 9(火) 生徒総会 □２年～中田青空、正木 樹

□ 5/12(金) 特別支援研修（1・2年生徒) 大黒史織

定期テスト前の部活動停止期間を拡大します。4/25-28

◇中間・期末テスト～５日前から停止ご協力ありがとうございます。


