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４月…出会いが人を育てる！
春の香りが満ちあふれる季節となってきました。新入生 152 名を迎え、2
年生 180 名、3 年生 139 名、合計 471 名と教職員 49 名（スクールカウンセ
ラーや ALT を含む）で白糸中学校がスタートしました。
４月 10 日の入学式では、152 名の新入生が白糸中学校の門をくぐりまし
た。その姿はとても初々しく、期待と希望に満ちあふれているかのようで
した。式辞の中で中学校生活をより有意義なものにするために、「夢や目標
に向かって全力で努力する」という話と、「仲間を大切にする」という話をし
ました。仲間と協働する中で、目の前により具体的でハッキリした目標を
持ち中学校生活を楽しんでほしいと願っています。

新入生決意の言葉

社会は今、「予測不可能な時代」と言われるほど急激に変化をしています。本校では、この変化する
社会に柔軟かつ的確な対応をすべく、自己肯定感の育成を土台とした、「社会に出て通用する力、社会
を主体的にたくましく生き抜く力」をつけることを目的として、学校教育目標を以下のようにしました。
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「常に新たに」
「自ら学び 心豊かに たくましく 生きる生徒の育成」
○自ら考え、進んで学ぶ生徒
○心豊かで、健康な生徒（まずは挨拶から）
○自ら責任を持って行動できる生徒
○生徒が行きたいと思える学校
○一人一人が大切にされる学校

「自ら学び」とは、主体的に学習する力です。中学校で基礎的・基本的な学力を身に付け、義務教育９
年間の集大成として、自分の進路を自らの力で切り拓いていくことができるように、しっかり勉強して
いかなければなりません。
「心豊かに」とは、美しいものは美しいと受けとめる心、他人への思いやりの心、友だちとの友情を大
切にする心です。仲間と共に力を合わせてやり遂げた成就感や、反対に失敗したとき、試合に負けたと
きのくやしさや悲しみを分かち合い支え合うことのできる心です。
「たくましく」とは、「強い競技者である前に強い人間であれ」をモットーに、体も心もたくましくあっ
てほしいという願いです。多くの体験を通して、学習にも運動にも、学級や生徒会活動にもしっかり取
り組んでほしいと思っています。

「誠意・勤労・見識・気魄」
私自身が自分の戒めとしていつも心にとめている言葉に、「誠意・勤労・見識・気魄」という言葉が
あります。「誠意」とは、真心と慈悲の心で、世のため、人のために尽くすこと。「勤労」とは、向上心
と使命感を持って、誠実に仕事をすること。「見識」とは、道理のもと、物事を見抜く力をもつこと。「気
魄」とは、信念と責任を持って強い心でやり通す力のことです。
「子どもは大人の背中を見て育つ」と言われます。学校で見ることのできる大人は「教職員」しかいま
せん。その教職員が一生懸命頑張る姿を見せることが、子ども達の人格形成に一番大切であると考えて
います。「誠意・勤労・見識・気魄」を基本理念とし、本校教職員一同、全力を挙げて頑張り抜こうと
決意を固めております。この一年間、保護者・地域の皆様方との連携を一層充実させ、本校の教育のさ
らなる充実・発展を目指して努力して参ります。本年度も、ご支援・ご協力を賜りますようよろしくお
願いいたします。
校長 秋原 栄人
教職員一同
べんきょうかい
※便教会とは、一つの便器に時間をかけて丁寧に掃除する会です。

今から約９年前、校舎改築で取り壊されることになった旧校舎のトイレを、完
成当時にようにピカピカにして返そうと始めたトイレ掃除の会です。毎月１回、土
日の朝 7:00 から、舞鶴掃除に学ぶ会の方と一緒に行っています。4 月 22 日（土）
で 101 回目になります。3 年間城南中学校で行っていましたが、この 4 月から発
祥の地白糸でスタートすることになりました。たかが掃除されど掃除！
旧校舎の便教会 H20
興味のある方はご連絡ください。 （担当：校長 62-3563）

＜教職員紹介＞
平成 29 年度の教職員体制は以下のとおりです。
よろしくお願いいたします。☆印が新転任職員です。
・校
長☆秋原 栄人（保体）城南中より
・教
頭 小林 孝伊（数学）
・教務主任 阪口 靖敬（保体）（陸上）
・支援加配☆四方 悦子（保体）（柔道）和田中より
・支援加配 山﨑
涼（保体）（ﾃﾆｽ男）
・養 護
城永千佳代
・養 護 ☆網谷夏々生 中舞鶴小より
・通級指導 大久保章子（英語）（ﾊﾞﾚｰ女）
・６－１組 上吉川里美（国語）（ｵﾘｵﾝ）
６－２組 橋本有見果（保体）（剣道）
６－３組☆兼清佑美果（社会）（ﾊﾞﾚｰ女）
６－４組 内海 隆之（数学)（卓球)
・１年主任 津田 弘司（社会）（野球）
１組 西村 春菜（音楽）（ﾃﾆｽ女）
２組☆大槻 義人 (技術)（剣道）青葉中より
３組☆村岡 峻介（理科）（ﾊﾞﾚｰ男）新規採用
４組 森島
啓（国語）（柔道）
付き 赤木 亜美（英語）（卓球）
付き☆亀井 一平（数学）（野球）新規採用
付き☆合田 寛人（数学）（陸上）
・２年主任 布川 貢義（英語）（ﾊﾞｽｹ男）
１組 堀
大輔（保体）（ｿﾌﾄ）
２組 光枝 祐人（数学）（ﾊﾞﾚｰ女）
３組 松田 恵介（社会）（ﾃﾆｽ男）
４組 林 美代子（英語）（ｿﾌﾄ）
５組 花本 貴志（理科）（卓球）
付き☆西村千嘉子（美術）（ｱｶﾝｻﾞｽ）
付き 山本 康平（国語）（卓球）
付き☆小谷 彩佳 (栄養) (ｵﾘｵﾝ)
・３年主任 谷口 智子（家庭）（ﾃﾆｽ女･家庭）
１組 川勝 麻弥（保体）（ﾊﾞｽｹ女）
２組 丸岡 亮太（国語）（ﾊﾞﾚｰ男）
３組 竹田 広邦（数学）（ﾊﾞｽｹ女）
４組 中村 厚志（英語）（ﾊﾞｽｹ男）
付き 加藤 栄一（社会）（卓球）
付き 竹原 清隆（理科）（ｵﾘｵﾝ）
・非常勤講師 田中
元（理科）（初任者後補充）
・非常勤講師 土下佳奈恵（数学）（初任者後補充）
・非常勤講師 竹中ららら（英語）
・学習ｻﾎﾟｰﾀｰ 須﨑 雅光 橋本 茂 村上 亜紀
・特別支援教育支援員
藤井加代子 竹中ららら
・スクールソーシャルワーカー 大秦真利子
・スクールカウンセラー 白原 真弘
・ALT
メリッサ
・事務職員 波多野智子
・事務職員 嵯峨根ひとみ
・給食事務 松本 美紀
・技 労 員 富樫 春雄
○本校では、特別支援学級を「６組」と呼んでいます。
○特別支援教育を推進するために、本校には2 0 年度より通級指導
教室（本校では「サポート教室」と呼んでいます）が設置され、指
導教室担当者と支援員が配置されています。
○オリオンクラブは吹奏楽クラブ、アカンザスクラブは美術クラブ
の名称です。
お子様のことで何かお気づきの点や、ご相談があれば遠慮な
くご連絡ください。
・電話 ６２－３５６３
・E-mail siraito-jhs@kyoto-be.ne.jp

「お世話になりました。
」
今回の異動で次の先生方が転退職されまし
た。今後のご健康とご活躍をお祈りします。
ありがとうございました。
・中岡
・宮川
・竹山
・本間
・滝本
・水上
・松本
・大槻
・米須
・水谷
・佐藤
・兼田
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退職
舞鶴市立若浦中学校へ
退職
退職
舞鶴市教育委員会へ
舞鶴市立青葉中学校へ
舞鶴市教育委員会へ
舞鶴市立加佐中学校へ
退職
退職
退職
退職

行事予定
７日(金)始業式
10日(月)入学式
11日(火)対面式
12日(水)給食開始
１年府学力診断ﾃｽﾄ
３年二測定・視力検査・聴力検査
13日(木)２年二測定・視力検査
新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
１年クラブ見学(17日迄）
朝読書開始
14日(金)１年二測定･視力検査・聴力検査
PTA合同委員会
SSW来校
17日(月)６組二測定・視力、聴力検査
18日(火)３年全国学力診断テスト
一斉クラブ会
SC来校
19日(水)家庭訪問①（給食あり）
PTA企画委員会
ALT来校
20日(木)午前中授業(給食･クラブなし)
21日(金)家庭訪問②（給食あり）
22日(土)便教会7:00～
23日(日)授業参観 PTA総会 学年懇談会
家庭訪問③（給食あり）
24日(月)振替休日
25日(火)家庭訪問④（給食あり）
地域との交流事業
26日(水)1年生心臓検診
27日(木)家庭訪問⑤（給食あり）
検尿１次
28日(金)3年内科検診
検尿１次 SSW来校
29日(土)昭和の日

家庭訪問・P T A 総会のお知らせ
お忙しい中ご無理を申しますが、家庭訪問
に御協力よろしくお願いいたします。また、PTA
総会・授業参観・学年懇談会は、今年度４月
２３日日曜日の午前中に行います。ご来校お
待ちしております。

