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令和２年度の出発にあたって

－

コロナウイルス感染の拡大防止対策の中、４月 10 日の入学式で新入生 131 名を迎え、２年生 168
名、３年生 129 名、合計 428 名で令和２年度がスタートいたしました。
今年度も学校教育目標「 自ら学び

心豊かに

たくましく

仲間とともに主体的に生きる

城北中学校生徒の育成」 を目指して様々な教育活動をより充実させ、生徒一人一人に力を付け、
期待と信頼に応えることができる城北中学校を目指していきたいと思っております。
生徒たちの「生きる力」の育成の礎となります中学校生活が、一人一人にとって生き生きとした
ものとなりますよう、その実現に向けて、今年度は下記の点を重点項目として取組を実施いたしま
す。
◎すべての生徒に希望進路の実現を目指した学力を身に付けさせる。
〇

授業力向上のために教師の授業研究を進めます。

〇

授業規律を構築し、生徒の様子を交流し、良い授業を作ります。

〇

基礎学力を定着させるために丁寧な学力分析を行い、個に応じた指導を行います。

〇

基礎学力の定着の取組を実施し、家庭学習の充実を図ります。

◎小中一貫教育完全実施に伴い、さらに密な連携を行い指導を進めていく。
〇

９年間を見通し、各学年で付けておくべき力を見据えた指導を展開します。

〇

児童・生徒一人一人の生活や学びの連続性を理解した効果的な指導を進めます。

◎充実感と達成感をもてる特別活動の展開
〇

自己肯定感を育成するため「夢プロジェクト（生徒会ボランティア活動の総称）」を推進
します。

〇

生徒会活動を活性化させ、社会性や社会的規範を醸成します。

〇

生徒会本部と夢プロジェクト委員会が中心となり、校区地域支援協議会と更に連携を深
めます。

これらの取組を通して、生徒たちに夢や目標と、挑戦する心を持たせ、自ら行動していく自主性
を育てるために教師一丸となって取り組んでまいります。
保護者の皆様、地域の皆様にはこれまでと同様、本年度も本校の教育推進にご理解とご支援をよ
ろしくお願い申し上げ、年度当初のあいさつとさせていただきます。
校長 塩見 登志彦
教 職 員 一 同

－

お 知 ら せ

－

○学習指導要領を基に学習指導を行い、教育課程（各教科の学習する内容や授業時間数）を計画的に進めて
まいります。また、学習内容や授業時間数確保にかかわり、これまであった台風等による臨時休校、イン
フルエンザによる学年・学級閉鎖等々、不測の事態が生じても、本校も含め、舞鶴市中学校では 2 学期の
始業式を早める等々の工夫で授業時間数が確保できるよう年間を通して計画を立てております。ただし、
授業時間数が確保できたとしても学習内容に遅れが生じた場合は、その回復措置を講じます。
○本校校門に面している道路は、午前８時～午前９時、午後３時～午後５時までの間、交通規制があり通行
許可車以外は通行が出来ませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。

～令和２年度教職員体制～
校長
塩見 登志彦
教頭
清水 良平
教務主任 井上 泰正 （保体 バスケ女）
生徒指導 堀毛 孝之 （保体 剣道 ２年担当）
教育相談☆三宅 匡
（社会 柔道 ２年担当）
養護教諭 澤谷 あさひ
特別支援学級 笠原 昌明 （保体 美術）
特別支援学級 品田 愛実 （技術 工業）
１年主任☆谷口 智子 （家庭 テニス女）
１組 河嶋 克佳 （理科 ソフト）
２組 加藤 香澄 （保体 バレー女）
３組☆篠原 来実 （音楽 吹奏楽）
４組☆藤本さゆり （社会 剣道）
１年担当 市村 仁美 （音楽 吹奏楽）
１年担当☆内海 隆之 （数学 ソフト）
１年担当 大久保喜基 （理科 卓球）
１年担当 服部 卓磨 （数学 陸上競技）
２年主任 小谷 美佐子（国語 テニス女）
１組 上脇 香穂 （数学 卓球）
２組 芦田 尚大 （数学 野球）
３組☆藤井 圭
（国語 バスケ女）
４組 加志村 潤 （社会 野球）
５組☆山田 紀子 （英語 吹奏楽）
２年担当☆井上 侑
（数学 テニス男）
３年主任 小石原 靖典（英語 バスケ男）
１組 井関 祐里奈（英語 バレー女）
２組 松本 信吾 （理科 テニス男）
３組 田中 昭徳 （数学 陸上競技）
４組 二谷 亮輔 （社会 バスケ男）
３年担当☆大戸 啓江 （美術 美術）
３年担当☆下間 和拓 （技術 工業）
３年担当 榊原 直子 （国語）
田邊 美貴 （育休）
坂本 直実 （出産に備えての休暇）
事務職員 高橋 美幸
事務職員 山下 香
事務職員☆松田 節
技労員
堀 浩志
学習支援 松本 美香
山田 有加
森川 志保
嶋津 美保
スクールカウンセラー
早川 千恵子
部 活 動 指 導 員 (柔 道 )
山田 勝彦
（☆印は新転任の教職員です。）

～転任・退職教員～
木下浩子
平野道浩
林 泰弘
高田文明
吉田絵理香
越川 聡
嶋津美保
西口晴菜
奥田邦弘
嶋田栄美子
田上早苗

福知山高校附属中へ
青葉中学校へ
和田中学校へ
加佐中学校へ
白糸中学校へ
青葉中学校へ
退 職 (新 年 度 は 学 習 支 援 員 と し て 勤 務 )
宇治市立宇治中学校へ
城南中学校へ
若浦中学校へ
城南中学校へ

４月の行事予定
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今
後予定が変更になる場合があります。
※４月は当面の間4 5 分・５時間授業、14 :5 0 下校
を基本とします。（部活動なし）
※例年４月に実施しております授業参観、P T A
総会は中止となりました。また、健康診断も
延期となっています。
13 日( 月)給食スタート
15 日(水)生け花教室・囲碁教室→中止になりました
18 日(土)地域支援協議会総会→中止になりました
21 日(火)全専門委員会 16:00 下校
23日(木)～５月１日(金) 家庭訪問（土日祝除く）給食あり
4/23、27、30 13:40下校
4/24、28、5/1 13:15下校
27日(月)PTA企画委員会・合同委員会19:00～

＜資源回収＞ （アルミ缶・段ボール・新聞・雑誌）
城北中学校では、正門付近に資源回収スペースを設けいつでも
回収を行っています。多くの方のご協力のおかげで、昨年度１年間
で 256,590円 の収益がありました。（舞鶴市資源回収活動報奨金
含む） 生徒の部活動や教育活動に必要なものを購入させていただ
きます。今年度もよろしくお願いいたします。

新しいアルミ缶回収ボックス完成！
～美術部・工業部コラボ作品～
春休みの部活動で作りました。これからもたくさん
アルミ缶を持ってきてください！

～個人情報の取り扱いについて～
◆本校の教育活動に関する記録写真等の個人情報は、保護者
・地域・その他本校に関心のある方々に知ってもらうため
に、「学校だより」「学年・学級だより」「ホームペー
ジ」その他報告書などに掲載・使用することがあります。
大会・受賞結果の氏名等を除き、明らかに個人情報が特定
できるものは、本人及び保護者の同意を得て掲載いたしま
すが、そうでないものは本人・保護者の同意なく掲載・使
用することがありますのでご了承ください。
◆中体連主催大会や各種団体主催大会においては、申込み後
にプログラムやアナウンス等に記載・使用されることがあ
ります。
◆個人情報保護から行事等で撮影される映像の使用はご配慮
をお願いします。また、サイトなどへの投稿はご遠慮くだ
さい。

～城北中学校区事務共同実施の開始について～
本年度より事務の効率化と人材育成を目的に校区小中学校の事務

＜PTA総会について＞
４月25日（土）に予定しておりましたPTA 総会が開催で

職員に兼務発令し、どの学校でも仕事ができるようになりました。

きないことになりました。PTA本部役員会で検討され、27日

＜事務職員＞

（月）のPTA 企画委員会・
合同委員会を総会に代えるこ

高橋美幸（城北中） 金澤かをり（明倫小）

西尾ゆかり（吉原小）大槻智子（余内小） 梅田智佐帆（福井小）

とが確認されましたので、お知らせいたします。

