
交野三中だより
学校教育目標 「人間尊重の精神に徹し、未来を切り開くたくましい創造力と友愛に満ちた

豊かな人間性を養う」

三中校区めざす子ども像 「自ら学び、豊かな心をもち、たくましく未来を切り開く子」

この度、星田小学校より第三中学校の校長として着任いたしま
した伊賀 治です。どうぞよろしくお願いいたします。第三中学
校の校長となり、その責任の重さを痛感しております。

今年度は215名の新入生を迎え、全校生徒633名でスタートいた
しました。子どもたちが安心して安全に過ごせる学校づくりに、
そして、生徒・保護者から「三中に通えてよかった」と思っても
らえるよう、教職員が一丸となって「チーム三中」として全力で取り組む所存です。

学校教育目標は、「人間尊重の精神に徹し、未来を切り開くたくましい創造力と友愛に満ちた豊
かな人間性を養う」とし、「思いやりの心と感謝の心と自立の心」を育むことを大切にし、取り組
んで参ります。学校と家庭が協力しながら、子どもたちを健やかに育んで参りたいと考えておりま
す。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

入学式の式辞では、２つのことについてお話ししました。一部紹介いたします。
「１つ目は、夢・目標を持つことです。札幌農学校のクラーク博士の｢Boys,be ambitious!(少年よ
大志を抱け)」には、続く言葉として「少年よ大志を抱け お金のためではなく 私欲のためでもな
く 名声のためでもない 人はいかにあるべきか その道を全うするために 大志を抱け」とあります。
自分のためだけでなく、世のため人のためになる夢・目標を持ち、社会に役立つ人になることを願
っています。２つ目は、将来よりよい豊かな人生を送るためには「能力をよりよく生かす力(人間
性、品性)」が必要であり、司馬遼太郎さんの「２１世紀に生きる君たちへ」より、「いたわり」「他
人の痛みを感じること」「やさしさ」「思いやり」を実践することによって、自己が確立されます。
自分に厳しく、相手に優しくするという自己を、学校生活の中で育んでください。」とお話ししま
した。入学式は215名全員が参加しスタートすることができましたこと、大変嬉しく思います。

今日から始まる三中生の学校生活が、輝く素晴らしいものになることを願っています。

《平成２９年度 第三中学校 重点目標》
１．授業改善を推進し、学力の向上を目指す

・生徒にとって分かりやすく魅力ある授業づくりに努める ・ICTの利活用を促進する
・かたのスタンダード(めあての提示､じっくり考える､交流し考えを深める､振り返り)を共有する

２．道徳教育の充実を図り、道徳心を養う
・道徳の教科化の本格実施(H31年度より)に向け、多様な指導方法の研究・実践に努める
・道徳の時間を要とし、全ての教育活動を通じて道徳教育の充実に努め、「心の力」(思いや

りの心・感謝の心・自立の心)を育む
３．グローバル・コミュニケーション能力向上支援事業の推進を図る

・生徒が英語で自分を表願する力等、英語教育の一層の充実を図る
・小・中9年間を見据えた英語のカリキュラム作り等に努める

４．生徒指導の充実を図る
・豊かな心、思いやりのある生徒の育成を目指し、いじめ、不登校のない笑顔あふれる学校

づくりに努める
５．小中一貫教育に向けた取り組みの推進を図る

三中校区めざす子ども像「自ら学び、豊かな心をもち、たくましく未来を切り開く子」
・９年間を見通した指導の一貫性や系統性を図る
・合同研修や相互参観などに加え、児童会・生徒会の交流を深め、連携の充実を図る
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交野市立第三中学校

校 長 伊 賀 治

★平成２９年度 教職員の紹介 （敬称略）
【１学年】学年主任 関 哲彌 【２学年】学年主任 北相模 忍
担 任 副担任 担 任 副担任

１組 小野 拓也（英） 髙宮 香織（美） １組 北相模 忍（技） 小野 依子（国）
２組 岡本みずき（国） 渋谷 恭二（理） ２組 佐藤 真美（体） 大久保勇気（社）
３組 森島 優（数） 三村 惠子（英） ３組 地村 直久（英） 大久保勇気（社）
４組 永田 有佑（社） 関 哲彌（国） ４組 浦田 大地（理） 加藤 里枝（英）
５組 清水 崇之（体） 谷川 典子（家） ５組 一條亜矢子（数） 小林 貴志（社）
６組 塚脇 夏美（英） 北川 文洋（数） 西園寺優一 (社)

鈴木 里美 (理)
新採指導 嶋田 裕里(一中より・火曜日) 校長 伊賀 治 養護教諭 今村さくら

教頭 大津 恵子 事務 大塚 精
【３学年】学年主任 西川 幸伸 指導教諭 渋谷 恭二 事務 大和 里栄
担 任 副担任 教務 北川 文洋 ヘルパー 北原 洋平

１組 藤原 恵（英） 西川 幸伸（理） 生徒指導 大久保勇気 ヘルパー 柿平 美穂
２組 森 裕真（社） 小椋 莉衣（国） 進路指導 渋谷 恭二 校務員 金澤 昌弘
３組 宮本ひとみ（英） 清田 均（体） 支援担任 南 真由美 給食補助 山下 由香
４組 辻橋 英夫（数） 福島 雅美（国） 支援担任 中野 通 給食補助 岩上万里子
５組 向井 智美（音） 西川 幸伸（理） 支援担任 橋本 仁 ALT ｱｰｼﾞﾙ(月曜)

６組 大久保博矢（数） 山本 敬子（理） 支援担任 勢木 啓人 ALT ﾆｺﾙ (金曜)

★教職員の異動のお知らせ （敬称略）

◆転入者「よろしくお願いします」 ◆転出者「ありがとうございました」

伊賀 治 校長（星田小学校から） 田中 剛 校長（第二中学校へ）
浦田 大地 理科 (大教大平野中学校から) 藤井 剛 理科 (第二中学校へ)
佐藤 真美 保体 (四條畷中学校から) 桝田 直也 英語 (市教委事務局へ)
宮本ひとみ 英語 (第四中学校から) 池田 琢弥 数学 (四條畷西中学校へ)
岡本みずき 国語 (新規採用) 荒木 若奈 国語 (退職)
永田 有佑 社会 (新規採用) 北角 栄一 国語 (退職)
山本 敬子 理科 (第一中学校から) 大栗 晶士 理科 (退職)
塚脇 夏美 英語 (新規採用) 浅野 恵美 数学 (退職)
西園寺優一 社会 (第四中学校から) 佐々木謙志朗 英語(守口市立第一中学校へ)
鈴木 里美 理科 (新規採用) 小林 祐樹 国語 (第四中学校へ)
今村さくら 養護教諭（私市小学校から） 萬代 美穂 英語 (第一中学校へ)
大塚 精 事務 (大東･四条中学校から) 前川 藍 保体 (四條畷中学校へ)
大和 里栄 事務（星田小学校から） 大谷 知穂 支援 (第二中学校へ)
小椋 莉衣 国語 (復職) 田村英里子 養護教諭 (愛媛県・中学校へ)
福島 雅美 国語 (復職) 西谷眞一郎 事務 (旭小学校へ)
加藤 里枝 英語 (復職) 田中 文代 事務 (長宝寺小学校へ)

★４月 行 事 予 定

7日（金）第43回入学式 19日（水）家庭訪問、聴力3年
10日（月）始業式､対面式､クラブ見学開始 PTA委員総会
11日（火）離任式､身体測定 20日（木）家庭訪問、聴力1年、尿1次

登校指導週間・挨拶運動(～17日) 21日（金）家庭訪問、内科3年、尿1次
12日（水）朝読開始､授業･給食開始(4限授業) 24日（月）家庭訪問、内科2年
13日（木）清掃開始、学級写真 学校公開期間(～28日)

クラブ紹介、(2,3年6限カット) 25日（火）家庭訪問、内科1年
17日（月）心臓1次(1年) 26日（水）家庭訪問
18日（火）全国学力･学習状況調査(3年) 27日（木）心臓2,3年

クラブ集会(1年) 29日（土）昭和の日


