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平成 30 年度の出発にあたって

－

待ち遠しかった春の訪れを感じる季節になりました。４月９日の入学式で新入生 128 名
を迎え、２年生 141 名、３年生 133 名、合計 402 名で平成 30 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
一人に力をつけ、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 授業規律の構築し、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、学習内容や授業時間数を確保し、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
あった台風等にかかわる臨時休校、また、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。

～３０年度教職員体制～
校長
塩見登志彦
教頭
☆鈴木俊治
教務主任 木下浩子 （社会）
生徒指導 井上泰正 （保体 バスケ女）
教育相談 大久保喜基（理科 卓球）
養護教諭 澤谷あさひ
特別支 援学 級 今儀のり子（数学 バレー女）
特別支 援学 級 笠原昌明 （保体 美術）
特別支 援学 級 平野道浩 （理科 工業）
１年主任 近藤秋人 （英語 バスケ男）
１ 組 ☆ 井 関 祐 里 奈（ 英 語 バ レ ー 女 ）
２組 越川聡
（数学 吹奏楽）
３組☆二谷亮輔 （社会 バスケ男）
４組 須貝祐貴 （理科 野球）
１年担当 市村仁美 （音楽 吹奏楽）
１年担当☆梅原佐知子（英語 陸上）
２年主任 嶋津美保 （国語 柔道）
１組 西口春菜 （音楽 吹奏楽）
２組 河嶋克佳 （理科 ソフ トボ ール ）
３組 堀毛孝之 （保体 剣道）
４組☆田中昭徳 （数学 陸上）
２年担当☆吉田絵里香（家庭 柔道）
２年担当☆上脇香穂 （数学 卓球）
３ 年 主 任 小 谷 美 佐 子（ 国 語 テ ニ ス 女 ）
１組 堀江友和 （社会 テニス男）
２組 坂本直実 （英語 工業）
３組 芦田尚大 （数学 野球）
４組 高田文明 （理科 バスケ女）
３年担当 田邊美貴 （保体 ソ フト ボー ル ）
教科指導 奥田邦弘 （技術 テニス男）
教科指導☆榊原直子 （国語）
教科指導 嶋田栄美子（美術）
事務職員 高橋美幸
事務職員☆山下香
技労員
堀浩志
給食事務 田上早苗
学習支援 瀬﨑博子 松岡亜紀子
松本美香 山田有加
スクールカウンセラー
早川千恵子
スクールソーシャルワーカー
大秦真利子
（☆印新転任の教職員です。）
よろしくお願いいたします。

～お世話になりました～
奥水孝志先生
舞鶴市教育委員会教育長
荻野史子先生
青葉中学校へ
藤本さゆり先生 青葉中学校へ
四方浩志先生
青葉中学校へ
藤田良平先生
広島県三和中学校へ
服部卓磨先生
秋田県能代第二中へ
永田隼平先生
新舞鶴小学校へ
大山藍先生
八幡市立男山中学校へ
稲葉あずさ先生 城南中学校へ
福田夏実先生
高野小学校へ
濱田久仁子事務職員 中筋小学校へ

４月の行事予定
１２日(木)部活動オリエンテーション
１６日(月)全クラブ会（部活動本登録）
下校完了 17:15
１７日(火)全国学力・学習状況調査(３年)
１９日(木)舞鶴市一斉会議（給食なし）
下校完了 12:40
２１日(土)地域支援協議会総会
２３日(月)振替休日4/28
２４日(火)家庭訪問①給食あり下校完了16:30
２５日(水)家庭訪問②給食あり下校完了16:30
２６日(木)家庭訪問③給食あり下校完了 16:30
２７日(金)家庭訪問④給食あり下校完了 16:30
２８日(土)授業参観 PTA 総会 家庭訪問⑤
給食なし 下校完了 10:20
５月１日(火)家庭訪問⑥ 給食あり下校完了 16:30
全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季大会
優勝 鍵本 100M 平泳ぎ 1:08:35(13～14 歳)
JSBA 全日本スノーボード選手権
第３位 鍵本 (デュアルスラローム)
第５位 鍵本 (ジャイアントスラローム)
西日本中学生レスリング選手権大会
優勝 池田 （42kg 級）
沈丁花杯 団体 A の部 第３位 女子ソフトテニス部
和田杯女子個人 S の部 優 勝 柴田 梅原
和田杯女子個人 S の部 準優勝 藤井 市川
和田杯男子個人 S の部 準優勝 今村 仲井
和田杯男子個人 B の部 第３位 髙田 高橋
舞鶴卓球選手権大会
第３位 上田 (1 年シングルス)

～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の取り扱いは、
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、一部サイトなどへの投稿はご遠慮ください。

