
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」

穏やかな春を迎え、新年度がスタートいたしました。
今年度は165名の新入生を迎え、全校生徒587名でスタートいた

しました。
生徒・保護者から「三中に通えてよかった」「三中で卒業できて

よかった」と思ってもらえるよう、教職員が一丸となってよりよ
い学校づくりに全力で取り組んで参ります。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」の具現
化を目指し、「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。

ご家庭と連携のもと、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。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

入学式の式辞でお話しした「言葉」について紹介いたします。それは、「Ｋｅｅｐ ｓｍｉｌｅ
Ｓｔａｙ ｐｏｓｉｔｉｖｅ」という言葉です。これは、はじめて銅メダルを獲得したカーリン

グ女子のチーム・スローガンです。カーリング競技は、敵味方に分かれ、４人１チームで、１チー
ムが８投ずつ投げ、得点を競います。自分や味方がミスショットをすると、チームはピンチとなり、
気持ちが沈み、笑顔がなくなり、ネガティブな気持ちになります。自分を責めたり、味方を責めた
り…結果はどんどん悪い方へ働きます。このスローガンは、「いつも笑顔で、前向きに」という意
味であり、「大丈夫」「ドンマイ」「いいよ」「次頑張ろう」と互いに励まし合います。これは、カ
ーリングという競技だけでなく、日常生活の中でも同じことが言えるでしょう。仲間と共に過ごす
中学校生活でも、仲間の失敗を責めたり、自分の失敗に落ち込んだりするのではなく、「いつも笑
顔で、前向きに」を大切にすることが、よりよい結果を生み、よりよい学校生活につながるのでは
ないでしょうか。

今年度も、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３０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(主体的、対話的で深い学びへ)
・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、「道徳心」(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現する力等、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 ・英検IBAの実施(7/9予定)

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(カリキュラムづくりの推進)
・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、一貫教育の充実を図る
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交野市立第三中学校

校 長 伊 賀 治

★平成３０年度 教職員の紹介 （敬称略）
【１学年】学年主任 宮本ひとみ 【３学年】学年主任 北相模 忍
担 任 副担任 担 任 副担任

１組 辻橋 英夫（数） 石田みづ紀 (家) １組 北相模 忍（技） 久野小和菜（美）
２組 加藤 里枝（英） 肥田 猛（理） ２組 浦田 大地（理） 遠藤 徹 (数)
３組 宮本ひとみ（英） 清田 均（体） ３組 地村 直久（英） 一條亜矢子（数）

三村 惠子（英） ４組 関 哲彌（国） 小林 貴志（社）
４組 中瀬 晋平 (社) 小野 依子（国） ５組 佐藤 真美（体） 大久保勇気（社）

【２学年】学年主任 清水 崇之 校長 伊賀 治 養護教諭 今村さくら
担 任 副担任 教頭 西川 幸伸 事務 大塚 精

１組 橋本 仁（体) 北川 文洋（数） 教務主任 北川 文洋 ヘルパー 柿平 美穂
２組 大久保博矢（数） 藤井 剛 (理) 生徒指導 大久保勇気 校務員 金澤 昌弘
３組 藤原 恵（英） 清水 崇之（Co) 子ども支援Co 清水 崇之 給食補助 山下 由香
４組 小野 拓也（英） 北川 美輪 (国) 支援担任 小椋 莉衣 給食補助 髙田ハンナ
５組 五味岡みずき（国） 清水 崇之（Co) 支援担任 髙宮 香織 ALT ｱｰｼﾞﾙ(月曜)

６組 向井 智美（音） 北川 文洋（数） 支援担任 矢野 有希 ALT ﾆｺﾙ (金曜)

西園寺優一 (社) 支援担任 勢木 啓人

★教職員の異動のお知らせ （敬称略）

◆転入・昇進「よろしくお願いします」 ◆転出・退職「ありがとうございました」

西川 幸伸 教頭（第三中学校・教諭より） 大津 恵子 教頭（ご退職）
藤井 剛 理科 (第二中学校から) 渋谷 恭二 理科 (私市小学校へ)
遠藤 徹 数学 (第二中学校から) 福島 雅美 国語 (第二中学校へ)
北川 美輪 国語 (第一中学校から) 南 真由美 社会 (第四中学校へ)
中瀬 晋平 社会 (第四中学校から) 森 裕真 社会 (第二中学校へ)
肥田 猛 理科 (第二中学校から) 森島 優 数学 (第一中学校へ)

中野 通 支援 (第四中学校へ)
山本 敬子 理科 (木津川市立

【産休】 木津第二中学校へ)
加守田晃子 英語 永田 有佑 社会
谷川 典子 家庭 塚脇 夏美 英語 (東大阪市立花園中学校へ)

鈴木 里美 理科 (第二中学校へ)
大和 里栄 事務
北原 洋平 ヘルパー

★４月 行 事 予 定

6日（金）第44回入学式 20日（金）家庭訪問、尿1次
9日（月）始業式､対面式､クラブ見学開始 23日（月）家庭訪問、聴力(3年)

10日（火）離任式､身体測定 学校公開期間(～27日)
登校指導週間・挨拶運動(～17日) 24日（火）家庭訪問、聴力(1年)

11日（水）朝読開始､授業･給食開始(5限授業) 25日（水）家庭訪問
12日（木）清掃開始、学級写真 26日（木）心臓検診2,3年

クラブ紹介、(2,3年6限カット) 27日（金）内科検診(1年)
16日（月）心臓検診1次(1年) クラブ懇談会(放課後)
17日（火）全国学力･学習状況調査(3年) 29日（日）昭和の日

クラブ集会 30日（月）振替休日
18日（水）家庭訪問、内科検診(3年)
19日（木）家庭訪問、内科検診(2年)、尿1次

クラブ活動時間(下校時刻)を変更いたし
※ノークラブデー4/9(月)、17(火)、26(木) ました。別紙をご覧ください。


