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学校目標『

こころとからだのベストパフォーマンス

』

新年度が始まります！
～こころとからだのベストパフォーマンスをめざそう～
コロナの影響で休校が続いています。みなさん色々な思いをもってこの一月を過ごしたこ
とと思います。誰もが経験したことのない状況下、亡くなっている方も多くいる中で、人類
の非力を感じずにはいられません。でも、一方で、人々は歴史の中で様々な困難に打ち勝っ
て新しい未来を創りあげてきました。希望を忘れず、自分は何をすることが大切なのかをよ
く考え、未来につながる今を作っていきましょう。
＊
＊
さて、私は３月まで二中で４年間校長を務めてきました。この４月からは愛する一中の校
長となり、かつて教えた生徒たちの顔を思い出しながら新しい気持ちで門をくぐりました。
本年度の目標は「こころとからだのベストパフォーマンス」です。これには深い思いがあり
ます。めざしているのは「自分も他の人も大切にできる」社会です。そのためには、自分を
知り、他の人々を知り、世界を知ることが必要です。自分って何？人間はなぜ存在している
の？世の中はどんなルールで動いている？そもそも宇宙ってどういうもの？限りない追及
のはじまりは自分自身を知るということです。
こころとからだをもつ自分をしっかり見つめてみましょう。強くて完璧な心やスポーツ万
能で強靭（きょうじん）な体を作ってほしいのではありません。弱いところを持つ不完全な自分
を認めながら、自分のできる最善の力を発揮できる状態でいてほしいのです。
・自分理解を深め、情緒豊かに穏やかに過ごせるように。
・自立した生活を送り、体の声に耳を傾けられるように。
・自律の精神をもち、社会の一員であることを自覚して貢献できるように。
そんな願いをこめて、「こころとからだのベストパフォーマンス」を掲げています。
＊
＊
その他の学校経営方針については HP に掲載しますので、ご一読ください。経営方針をご
理解いただき、今後一年間の教育活動にご協力よろしくお願い申しあげます。
＊
コロナ感染症対応下での教育活動詳細は別紙で配付しておりますので、必ず確認してくだ
さい。また、感染症予防の具体的方法など幾度となくお伝えしておりますが、あらためて右
の内容を各自で実践していただきたくお願いします。いまや誰が感染してもおかしくない状
況であり、自覚症状のない人も多いことから、不要不急の外出は避けるなど、一人ひとりの
高い意識と行動が求められるところです。また、偏見や差別につながることのないよう互い
に思いやりをもって行動・発言できるように、心にはゆとりをもっていたいですね。
（校長

西田敦子）

◎コロナ感染予防として各自が日常でできること
手洗い方法について

３つの咳エチケットについて
①マスクを着用する。
→鼻から顎までをおおい、隙間がないように付けましょう。
②ティッシュやハンカチで、口・鼻を覆う。
→ティッシュは使ったら、すぐにゴミ箱へ捨てましょう。
ハンカチは、使ったらなるべく早く洗いましょう。
（毎日新しいものを！）
③服の袖で、口・鼻を覆う。
※咳やくしゃみを手でおさえてしまった場合は、すぐに手を洗いましょう。
ハンカチマスクの作り方
手持ちのハンカチで作ることができる簡単なマスクの作り方を二つ紹介します。
材料：ハンカチもしくはタオルハンカチ、細めのゴム
<ハンカチの両端をゴムで結ぶだけでできるマスク>

<四つ角を折りたたむだけでできるマスク>

※こちらはあくまで代用品としてお試しください。また、インターネットで、様々な簡易マスクや手作
りマスクの作り方が掲載されているため、そちらもご覧ください。

学校教育目標
①
②
③
④

心身ともに逞しく心豊かな生徒を育成する。
基礎学力の充実を図り、自ら考え行動する生徒を育成する。
互いの人権を大切にし、仲間とともに成長する生徒を育成する。
地域とのつながりを大切にしながら、グローバルな視野を持つ生徒を育成する。

本年度の学校目標「こころとからだのベストパフォーマンス」
めざす生徒像
1 年生

自分も他の人も大切にできる生徒

学年目標

「やさしく あったかい 居心地のいい 学年をつくろう」
～からだにやさしく・こころにやさしく・地球にやさしく～
1 年生のみなさん、入学おめでとう。新たな生活のはじまり。今の気持ちはどうですか？こ
れからの学校生活にわくわくしている人もいれば、不安だという人もいることでしょう。新
しい環境に入るということは誰でも不安なことです。少しずつ学校生活に慣れていきましょ
う。一日の３分の１を過ごすクラスや学年。みんなはどんなクラス･学年にしたいですか？
自分の心も体も、他人の心も体も大切にできるやさしさがあふれれば、きっとそこはみんな
にとってあたたかく居心地のいい場所になると思いませんか？あたたかくなると花が咲く
桜の木のようにみんなのやさしさで学年の木を満開にしましょう。
（学年主任 濱西 加代子）
２年生 学年目標 「互いのちがいを認め合い、自分も他の人も大切にできる学年にしよう」
７５期生、新２年生のみなさん、進級おめでとう。昨年の入学式からあっという間の１年間
でしたね。１年生の間も学習面や集団面など、たくさん成長してきました。今年は上級生に
なるので、１年生の手本となる立場です。中学生としてどうあるべきか、口で言うのではな
く態度で示せるようにしていきましょう。昨年度から引き続き、あたたかい学年にできるよ
う、１２９名みんなでがんばりたいですね。
（学年主任 浦 恭子）
３年生

学年目標

「自ら考えて何事も積極的に取り組もう」
「豊かな心を持ち、感謝と思いやりを大切にしよう」
「互いを認め合い、高め合える関係を築こう」
新三年生のみなさん、進級おめでとう。２年前、入学式翌日の学年集会で、君たちに『感動
的な卒業式にしよう！』と声をかけました。その日まで、あと 11 カ月。一中の最高学年と
して、この義務教育最終年を“自覚”を持って過ごしてほしいと思います。
また、受験生として迎えるこの一年、君たちが自らの進路を切り拓けるよう、先生たちは全
力でサポートします。互いがこの学校でよかった、この学年でよかったと思えるよう、精一
杯駆け抜けましょう！
（学年主任 内泉 達彦）
【重要なお知らせ】
５月以降の予定については未定ですが、１学期に予定してました宿泊行事の実施は、現在の
ところ、３年生の修学旅行が１０月１４日～１６日、２年生のマキノ宿泊が１０月１６日～
１７日に変更しております。

◎教職員の異動報告（順不同）
【転出・退職・休職の教職員】
【新転任の教職員】
校長 松本 剛
（島本町立第二中学校へ） 校長 西田 敦子（島本町立第二中学校から）
教頭 万代 幹子 （島本町立第二小学校へ） 国語 細見 羽衣（島本町立第二中学校から）
家庭 和田ゆかり（島本町立第二中学校へ）
国語 大野 晃宏（島本町立第二中学校から）
体育 箕浦 麻加（島本町立第二中学校から）
体育 中村 新 （島本町立第二中学校へ）
理科 小西 広哉（島本町立第二中学校から）
国語 吉田 絵美（島本町立第二中学校へ）
家庭 濱西加代子（摂津市立第三中学校から）
理科 杉谷 久彌（米国の日本人学校へ）
体育 遠藤 竜也（滋賀県立支援学校へ）
体育 天満 菜々子（新規採用）
数学 花井 洋昭（島本町立第二中学校から）
数学 田口 聖 （育児休暇）
理科 浅田 紀雄 （島本町立第二中学校へ） 理科 是澤 沙弥乃（新卒講師）
体育 服部 未夢（新卒講師）
英語支援
井戸田 健司（退職）
音楽 村岡 千暁（育児休暇から復帰）
支援
信濃小路 充（退職）
支援
中島眞由美（島本町立第二中学校へ） 支援 奥山 明子（島本町立第二中学校から）
校務 小倉 幸子（島本町立第四小学校から）
支援
松林 篤久（退職）
校務
撫本千枝美（島本町立第二小学校へ） 事務 東 祥代（島本町立第三小学校から）
英語支援 右近敬子（町教育センターから）
警備
吉本 忠 （退職）
安全管理員 6 名（シルバーボランティアさん）
警備
田端 一晧（退職）
※ 今年度から島本町では「警備員」から「安全管理員」へ名称変更しています。
【本年度の学校体制】
校長 西田 敦子
教頭
１年
担任
副担任
Ａ
組
Ｂ
組

原

Ｃ
組
D
組

飯島 知明

堀 聖二

２年
担任
井上あ

土屋

木本
是澤
堀

濱西

藤原

浦

堀田

箕浦

小西

支援学級担任
支援学級支援員
通級指導担当
事務職員
校務員
学校医 呉 卓

首席

石橋

３年
副担任

担任

天満
久武
大野
細見

晄

田中
久武
井上ゆ
細見

内泉

古田

養護教諭
図書館司書

副担任
森﨑
花井 服部
竹中
久保田
中尾
村岡
米盛
辻上

木本・藤原・久武・村岡・服部
島田・中村・奥山
細見
仲澤・東
信垣・小倉
安全管理員 6 名（日替わり交代で勤務）
学校歯科医 原田 尚紀
学校薬剤師 宮本 知佐子

SC:和田（原則、毎週火曜日の来校になります）、SSW:丸岡
☆子ども支援コーディネーター 箕浦
☆支援コーディネーター 藤原
☆進路担当 久保田
☆生徒指導担当 堀

