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平成 26 年度が始まりました！
〜今年度もよろしくお願いします〜

３月の卒業証書授与式を終え寂しい思いをしていましたが、４月８日に
入学式を行い、新たに１８９名の新入生が本校に仲間入りをしました。全
校生徒数は５３６名となり、まさに学校に活気が戻ってきました。６０年
を越える白糸中学校の歴史の新たなページが開かれました。これからこの
新しいページがどのように埋まっていくか、どんな色に染まっていくかと
ても楽しみです。
今年度、白糸中学校は、校訓『常に新たに』を合い言葉に、教育目標を
「自ら学び、心豊かに、たくましく生きる生徒の育
成」とし、生徒が安心して登校でき、満足して下校できる学校づくりを目指します。
安心して登校できる学校とは、いじめや暴力のない学校、そして学校生活の中で
様々な安全が確保されている学校と考えます。また、満足できる学校とは、授業が
分かる、クラブ活動や委員会活動、学校行事などに意欲的に参加し、多くの充実感
が得られる学校です。このことを学校経営の大きな柱に携え、校訓「常に新たに」
のもと、白糸中学校のさらなる教育の充実を図ります。そして、ご家庭とともに手
を携え合い、子どもたちを包み込んでいきたいと考えています。何とぞ、保護者・
地域の皆様の温かいご協力・ご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。
校 長 龜井 雅之
教 職 員 一 同

元学校アドバイザー、学校協力者の田主 誠様より新入生へメッセージが届いていますので、紹介します。
＜新入生へのメッセージ＞
新入生のみなさん 入学おめでとう。みなさんは今日から中学生です。どうか目標をたてて、決してあ
きらめずに進んでください。今年は舞鶴出身で戦前のオリンピックベルリン大会において棒高跳びメダリ
ストとなった大江季雄選手の生誕百年の年にあたります。残念ながら大江選手は、太平洋戦争で２７歳の
若さでフィリピン上陸時に亡くなりました。
実は、もう一人舞鶴出身で戦前のオリンピック選手がいます。大江選手よりひとつ前のロサンゼルス大
会に出場した松澤初穂選手です。松澤選手も今年生誕百年の年にあたります。松澤選手は新川の川尻の近
くに住んでいました。
松澤選手が出場しましたロサンゼルス大会は、日本女子が水泳種目で初めて参加し、松澤選手は主将で
した。自由形競泳に出場しましたが、惜しくも決勝に進むことができませんでした。松澤選手は次のベル
リン大会ではコーチとなり、選手の指導や体調管理に努めました、前畑秀子選手が平泳ぎで金メダルを獲
得したのは、松澤コーチの陰の支えがありました。今日の日本女子水泳の礎は松澤初穂がつくったと言わ
れています。
松澤さんはその後結婚し、菅谷の姓となり、同時に地域社会で水泳を指導し、社会奉仕し、５人の子ど
もを育てました。そして姑を見送った70歳のとき、本格的に水泳を再燃させて、水泳クラブをつくります。
マスターズ水泳大会では日本記録、世界記録を何度も連発し、90歳になっても水泳を続けました。若いと
きにオリンピックでメダリストとならなかった悔しさを、生涯持ち続けたのです。三年前96歳で亡くなら
れましたが、菅谷さんから学ぶことは、生きている限り目標に向かって、あきらめずに進むことです。み
なさん頑張ってください。今日はおめでとうございます。
平成26年４月８日
田主 誠
舞鶴市政記念館におととし７月から大江季雄選手のコーナーが設置されています。今回、その横に松澤
初穂選手のコーナーが設けられました。

＜教職員紹介＞
平成 26 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 龜井 雅之
・教
頭☆宮川 啓三（数学）若浦中より
・教務主任 布川 貢義（英語）（バスケ男）
・支援加配 阪口 靖敬（保体 生徒指導）（陸上）
・支援加配 橋本
茂（技術）（剣道）
・養護教諭 城永千佳代
・養護教諭 山口 奈美
・通級指導 山下 博伸（英語）（野球）
・指導教官 水谷 元昭（数学）（卓球）
・６−１組☆上吉川里美（国語)(ﾃﾆｽ男･家庭)城南中より
６−２組 堀毛 孝之（保体）（剣道）
・１年主任 須﨑 雅光（社会）（バレー男）
１組☆花本 貴志（理科）（卓球）網野中より
２組 柴野 芳彰（数学）（テニス男）
３組☆西村 春菜（音楽）（オリオン）新採
４組 林 美代子（英語）（ソフト）
５組 山﨑
涼（体育）（テニス女）
付き 水上 雅代（美術）（アカンザス・柔道）
☆中村 厚志（英語）（バスケ男）寺戸中より
・２年主任 竹内 聡美（国語）（柔道）
１組 草木 康伸（理科）（バスケ女）
２組 石山 晴奈（英語）（オリオン）
３組 松田 恵介（社会）（テニス男）
４組☆堀
大輔（体育）（ソフトボール）新採
５組 荒賀絵理子（国語）（バレー女）
付き 竹山 宏弥（技術）（科学）
☆渡邉 雄久（数学）（陸上）和田中より
☆光枝 祐人（数学）（野球）
・３年主任 吹田 好伸（数学）（バレー女）
１組 谷口 智子（家庭）（テニス女･家庭）
２組☆丸岡 亮太（国語）（バレー男）新採
３組 川勝 麻弥（体育）（バスケ女）
４組 滝本 幸広（英語）（ソフトボール）
５組 津田 弘司（社会）（野球）
付き 内海 隆之 (数学) (柔道)
☆竹原 清隆（理科）（オリオン）城北中より
・非常勤講師 ☆田中
元（理科）
・非常勤講師
相見 貴志（体育）
・非常勤講師 ☆榊原 愛梨（国語）
・非常勤職員 ☆山内 克哉（体育）
・支 援 員
仙崎 文絵
・教育メンター☆船本 忠成
・スクールカウンセラー ☆白原 真弘
・ALT リチャード
・事務職員☆波多野智子 余内小より
・同
上 藤井亜紀子
・技 労 員☆坂根 篤
城北中より
・山本 由紀（数学）（育休）
・中川 諒名（理科）（病休）

「お世話になりました。
」
今回の異動で次の先生方が転出されました。
今後の健康とご活躍をお祈りします。ありが
とうございました。
・秋原 栄人教頭 舞鶴市立城南中学校へ
・堤
大輔先生 城陽市立城陽中学校へ
・稲生
要先生 舞鶴市立和田中学校へ
・岡山 恵子先生 退職
・亀谷 道枝先生 退職
・梅垣 宏祐先生 南丹市立八木中学校へ
・倉橋 諭史先生 舞鶴市立城南中学校へ
・舘澤 勇毅先生 舞鶴市立城南中学校へ
・森下幸一郎先生 舞鶴市立城南中学校へ
・笹鼻 邦彦先生 舞鶴市立若浦中学校へ
・村上 博史先生 退職
・藤原 祥子事務職員 舞鶴市立城南中学校へ
・堀
浩志技労員
舞鶴市立城北中学校へ
行事予定
７日(月)始業式
８日(火)入学式
９日(水)対面式
10日(木)１・２年生診断テスト 給食開始
３年三測定 PTA本部役員会
11日(金)２年三測定 生徒会ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
12日(土)舞鶴野球連盟会長旗杯
14日(月)１年三測定 １年ｸﾗﾌﾞ見学(〜16日）
PTA本部役員会
15日(火)登校指導 心電図検診
16日(水)内科検診３年１〜４組
17日(木)午前中授業(給食･クラブなし)
18日(金)一斉クラブ会
内科検診3年5組､2年1〜3組､6組
21日(月)家庭訪問①（給食なし）
22日(火)全国学力学習状況調査３年
23日(水)家庭訪問②（給食なし）
PTA企画委員会
24日(木)尿検査
25日(金)家庭訪問③（給食なし）
27日(日)PTA総会 授業参観 学年懇談会 家庭訪問④（給食なし）
28日(月)27日の振替休日
30日(水)家庭訪問⑤（給食なし）

＜白糸中学校いじめ防止基本針＞
白糸中学校では、いじめを防止するため、
また、いじめが起こった時の対応や指導につ
いて「いじめ防止基本方針」としてまとめま
した。家庭訪問時に全ご家庭に配布いたしま
すので、ぜひご覧になってください。本校生
徒会が作成したスローガン『いじめゼロ 笑
顔あふれる学校に』を合い言葉に、いじめ問
題の克服に努めたいと思います。常にご家庭、
地域と常に連携を取り合い、子どもたちの健
やかな成長を育んでいきたいと考えています。

本校では、特別支援学級を「６組」と読んでいます。特別支援教育を推進するために、本校には20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。

