
 

 

 

 

 

 

 

 

≪令和４年度 第三中学校 重点目標≫ 
１．小中一貫教育に向けた取り組みの推進を図る 
・意見の違いを統合して「みんなの知力の質」を高める能力を育み、自分を大切にし、他者を尊重
し、地域を支え、生涯にわたって自ら学び続ける生徒を育成する。 

 ・学園内の４校の小・中学校が連携し、小中一貫教育実践校として、交野市「学・交・育プラン」 
及び「星のまち学園 Plan」を元に、４－３－２の学年の区切りごとに指導の重点を設定し、発
達段階に応じた学びの充実と９年間を見通した指導の一貫性や系統性を図る。 

・「将来もこのまちに住み続けたい」と願う児童・生徒を育成することを目的に、「星かがやき科」 
の学習に取り組む。また、小中連携し、９年間を通じたキャリアパスポートを活用する。 

・星のまち学園合同研修や学園内の教員全員の授業交流・研究協議を実施する。 
・児童会と生徒会の交流（中学校の日、合同挨拶運動等）を深め、教職員間、児童・生徒間の連携 
を充実させる。 

２．授業改善を推進し、学力向上を目指す 
・「かたのスタディ」を元に、授業のながれを意識して生徒の学習意欲を高め、個に応じた多様な 
教育の展開を図る。 

・生徒にとってわかりやすく魅力ある授業づくりに努める。（主体的、対話的で深い学びの探求） 
・学校ＩＣＴ機器（タブレット、テレビ会議システム等）の利活用を促進し、工夫・改善すること 
により学力向上を図る。 

 ・新学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」の研究・実践に努める。 
３．道徳教育、人権尊重の教育の推進  
・道徳教育の充実により、思いやりの心と感謝の心を育み、よりよく生きるための道徳性を養う。 
・豊かな感性と生命、人権を尊重する心を育むとともに、互いの違いを認め合い、他者へのやさ 
しさ思いやりを大切にする道徳性の育成に努める。 

４．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。 
 ・グローバル化に対応した教育環境づくりを進めるために、「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のための指導方法を研究 
開発する。 

５．生徒指導の充実を図る 
・全教職員が一致団結して豊かな心、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。 

未来をひらく三中生 ～なかまを大切に 自分も大切に～ 
新年度を迎え、新１年生のご入学、新学年へのご進級おめでとうございます。 
４月７日（木）、第４８回入学式が挙行されました。本校５０期生にあたる１６２名の新１年生

を迎え、全校生徒５１５名でスタートしました。入学式の式辞を一部抜粋して紹介いたします。 
「一つ目は『夢、そして希望を持つこと』です。ウォルト・ディズニー氏は、『夢を求め続ける

勇気さえあれば、すべての夢は必ず実現できる。いつだって忘れないでほしい。すべて一匹のねず
みから始まったということを。』と語っています。夢や希望に満ちた目標を掲げ、三年間の中学校
生活で力をつけていってほしいと思います。二つ目は『挑戦し続ける』ということです。ディズニ
ー氏は、『失敗したからって何なのだ？失敗から学びを得て、また挑戦すればいいじゃないか。』
と語っています。失敗を恐れず、夢をあきらめず、取り組んでください。第三中学校の教職員全員
が皆さんの挑戦を全力で応援します。三つ目は『なかまを大切に そして自分も大切に』です。校
歌三番の歌詞に、『友と手をとりまなびつつ 未来をひらく 我が姿』とあります。なかまを大切
に、そして自分も大切にし、共にこの三年間、第三中学校で学び希望あふれる未来を切り開く人へ
と育ってほしいと思います。」と話ししました。 
本校の学校教育目標「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」のもと、教職員が一丸となり、未来をひらく三中生の育成に取り組んでまい
ります。また小中一貫教育実践校として、星のまち学園の四校がさらに連携を密にして、「自ら学
び、豊かな心をもち、たくましく未来を切り開く子」の育成に取り組んでまいります。 
保護者のみなさま、地域のみなさまにおかれましては、本校学校教育進展のために、より一層の

ご理解とご支援をお願いいたします。  

《令和４年度 教職員の紹介》 
校 長 北 春城   教 頭 重本 匡陽   
【３年】学年まとめ 又吉 光一 【２年】学年まとめ 辻橋 英夫 

組 担 任 副担任 組 担 任 副担任 

１組 奥野 宏子（音） 小林 貴志（社） １組 河野 翔太（社） 中瀬 晋平（社） 

２組 福島 美咲（理） 三輪心太郎（国） ２組 竹本 賢太（体） 光永 旭宏（理） 

３組 大久保博矢（数） 大藏 優花（体） ３組 平阪 永美（英） 岩川 千紘（美） 

４組 前田 朔良（英） 
又吉 光一（英） 

４組 山田明日香（国） 辻橋 英夫（数） 

５組 遠藤  徹（数） 教務主任 浦田 大地 
生徒指導 中瀬 晋平 
支援担任 三村 惠子 
支援担任 坂本満智子 
支援担任 妹尾 佳幸 
支援担任 藤森いずみ 
支援担任 一條亜矢子 
支援担任 湯佐 佳奈 
支援補助 福田 未来 
通級指導 田原 秀司 
養護教諭 山川さくら 

事 務 吉本 孝志 
事 務 末澤みさえ 
ヘルパー 柿平  美穂 
へルパー 山中 美里 
校務員 金澤  昌弘 
A L T ステファニー 
A L T ４月下旬着任予定 
Ｓ Ｃ 寺元 美富 
Ｓ Ｃ 平野 真衣 
ＳＳＷ 斉藤 喜幸 
図書館 島本 真由 

【１年】学年まとめ 北川 美輪 

組 担 任 副担任 

１組 井芹 威晴（技） 谷川 典子（家） 

２組 浅井 悠希（英） 中田 雄一（数） 

３組 中村 悠城（理） 北川 美輪（国） 

４組 神原 拓也（体） 地村 直久（英） 

 

《教職員異動のお知らせ》 
【転入者】「よろしくお願いします」 
中村 悠城 理 科（第一中学校より） 
妹尾 佳幸 社 会（市教委事務局より） 
三輪心太郎 国 語（第四中学校より） 
平阪 永美 英 語（新規採用） 
吉本 孝志 主 査（第一中学校より） 
末澤みさえ 主 事（第四中学校より） 
坂本満智子 音 楽（妙見坂小学校より）
大藏 優花 保 体 
浅井 悠希 英 語 
藤森いずみ 国 語 
山田明日香 国 語 
平野 真衣 Ｓ Ｃ 

【転出者】「ありがとうございました」 
清田  均 保 体（第二中学校へ） 
加藤 里枝 英 語（第二中学校へ） 
大塚  精 主 査（第四中学校へ） 
橋本  仁 保 体（第四中学校へ） 
矢野 有希 社 会（第一中学校へ） 
勢木 啓人 英 語（大阪市立淡路中学校へ） 
福島 未柚 国 語（門真市立第四中学校へ） 
華房 拓郎 理 科（神戸龍谷中学高等学校へ） 
園田 正伸 Ｓ Ｃ（第四中学校へ） 
【退職】 
木浦真菜・田邊真理子・土屋博幸・光井麻美 
【産育休等】 
五味岡みずき・石原まりや・小椋莉衣・縣舞飛 

 

 
 
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」 

 「自ら学び、豊かな心をもち、たくましく未来を切り開く子」

令和４年４月 8日発行 

星のまち学園 

 交野市立第三中学校 

  校 長  北 春城 http://wwwe.sch.city.katano.osaka.jp/katano3-j/ 

 
 

 

《新型コロナウイルス感染症に関わるお願い》 
新型コロナウイルス感染症につきましては、四條畷保健所や交野市教育委員会等、関係諸機関と連

携し適切に対応することが重要となりますので、感染拡大防止も含め、今後ともご理解ご協力いただ
きますようお願いいたします。 

➀生徒もしくはご家族や同居の方が、「陽性」と診断された場合  
②生徒もしくはご家族や同居の方が、「濃厚接触者」と特定され PCR 検査を受ける場合  
③生徒もしくはご家族や同居の方が、発熱等で受診され念のため PCR検査を受ける場合 

学校へ連絡をお願いします。 
土日祝日は緊急用学校携帯に連絡をお願いいたします。 

《令和４年４月の主な行事》 
 ８日（金）始業式、対面式 
１１日（月）離任式 
１２日（火）給食開始 
１９日（火）全国学力学習状況調査③ 

２０日（水）～２７日（水）家庭訪問 
＜５月の主な行事＞ 
１９日（木）２０日（金）中間テスト 
※ ○に囲まれた数字は、学年を表します。 
今後の感染状況によって、変更となる場合があります 

 


