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平成 27 年度の始まりに当たり
校庭の桜の花も、あっという間に満開となり、今は淡い緑の葉が顔をの
ぞかせ、心地よい春の季節となりました。保護者の皆様にはますますご健
勝にてお過ごしのことと思います。本年度の人事異動により加佐中学校か
ら４月１日に着任しました中岡通です。今回で３回目の白糸中学校となり
ました。どうぞよろしくお願いします。
さて４月８日に入学式を行い、新たに１年生 140 名を迎え、全校生徒 503
名、学級数 16 学級で新年度をスタートしました。新たな歴史の１ページが
スタートします。始業式、入学式に望む生徒の表情をみていると、新しい
学年に対する意気込みが伝わり、教職員一同その責任の重さを感じていま
す。
始業式に２年生３年生を前に次の話をしました。
つんくさんが母校の大学の入学式で行った祝辞の一部です。
なぜ、今、私は声にして祝辞を読みあげることが出来ないのか・・・それは、私が声帯を摘出したからです。去年か
ら喉の治療をしてきていましたが、結果的に癌が治りきらず、摘出するより他ならなかったから一番大事にしてきた
声を捨て、生きる道を選びました。また振り出しです。
自分の人生を歩んで行くんです。もう後悔しても意味がないんです。今から進んでいくんです。自分で決めて進ん
で行けば、絶対に何かを得、そしてまた次のチャンスへと繋がっていくんだと思います。私も声を失って歩き始めた
ばかりの１回生。皆さんと一緒です。こんな私だから出来る事。こんな私にしか出来ない事。そんな事をこれから考
えながら生きていこうと思います。皆さんもあなただから出来る事。あなたにしか出来ない事があると思います。
と言われていました。
わたしは、本当に強い人だなと感じました。そして白糸中学校の校歌の中にある「常に新たに」という
言葉が浮かんできました。一度はへこんだりあきらめたりすることがあったりしても、前を向いて進んで
いくことの大切さ、そうすればきっと道は開けると言われているのではないかと思います。
みなさんが自分の進む道を見つけ、切り開いていく力をつけていくのが、今からの時期です。その基礎
になる力を中学校でも身につけてください。本校ではそのつけてほしい力を教育目標「自ら学び 心豊か
にたくましく 生きる生徒」としています。具体的には中学を卒業するまでにはつけてほしい力が３つあ
ります。一つ目は「自ら学ぶことのできる力」です。しかし、一足飛びにつくとは思いません。今は、授
業をきちんと受ける力、家に帰って自分で勉強することのできる力です。二つ目は「他人を思いやる心な
どの豊かな心」です。その一つとして本当に心の底からさわやかな挨拶ができる人になってほしい。挨拶
は人間関係を造る第一歩です。全員がつけてほしいことです。三つ目は「健康で自らの行動に責任を持て
る人」であってほしいということです。
この力は、毎日の生活を前向きにすることで身につきます。地道な努力を積み重ねられる人になって
ください。
生徒一人一人が目標に向かって成長できるよう教師一丸となって取り組んでいきます。保護者の皆様、
地域の皆様にはこれまで同様本校の教育推進にご理解とご支援をお願い申し上げ、初年度のご挨拶といた
します。
つ ん く さ ん は 、人 気 バ ン ド の ボ ー カ ル で 活 躍 し 、
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デューサーとしても知られています。

＜教職員紹介＞
平成 27 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☆中岡
通（理科）加佐中より
・教
頭 宮川 啓三（数学）
・教務主任☆小林 孝伊（数学）（ﾊﾞﾚｰ男）加佐中より
・支援加配 阪口 靖敬（保体･生徒指導）（陸上）
・支援加配 滝本 幸広（英語）（柔道）
・養 護
城永千佳代
・養 護 ☆田口
綾
・通級指導 山下 博伸（英語）（野球）
・６－１組 上吉川里美（国語)(柔道･家庭)
６－２組☆橋本有見果（保体）（剣道） 東舞鶴高校より
・１年主任 谷口 智子（家庭）（ﾃﾆｽ女）
１組 川勝 麻弥（保体）（ﾊﾞｽｹ女）
２組 中村 厚志（英語）（ﾊﾞｽｹ男）
３組 丸岡 亮太（国語）（ﾊﾞﾚｰ男）
４組☆竹田 広邦（数学）（ﾊﾞｽｹ女）南陵中より
付き 竹原 清隆（理科）（ｵﾘｵﾝ）
付き☆和田 若葉（英語）（卓球）
・２年主任 布川 貢義（英語）（ﾊﾞｽｹ男）
１組 津田 弘司（社会）（野球）
２組 光枝 祐人（数学）（ﾊﾞﾚｰ女）
３組 林 美代子（英語）（ｿﾌﾄ）
４組 西村 春菜（音楽）（ﾃﾆｽ女）
５組 山﨑
涼（保体）（ﾃﾆｽ男）
付き☆本間 眞人（理科）（ｵﾘｵﾝ）若浦中より
内海 隆之（数学）（剣道）
・３年主任 竹内 聡美（国語）（柔道）
１組 堀
大輔（保体）（ｿﾌﾄ）
２組 水上 雅代（美術）（ｱｶﾝｻﾞｽ･ｵﾘｵﾝ）
３組 花本 貴志（理科）（卓球）
４組 松田 恵介（社会）（ﾃﾆｽ男）
５組 荒賀絵理子（国語）（ﾊﾞﾚｰ女）
付き 竹山 宏弥 (技術) (野球)
山本 由紀（数学）（陸上）
・非常勤職員
須﨑 雅光（社会）
・非常勤職員
小澤きみよ（英語）
・非常勤職員
山内 克哉（体育）
・支 援 員
仙崎 文絵
・教育メンター 舩本 忠成
・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 藤井亜紀子
・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。
お子様のことで何かお気づきの点や、ご相談があればご遠慮
なく、お早めにご連絡ください。
・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。
・龜井 雅之校長 舞鶴市立若浦中学校へ
・柴野 芳彰先生 与謝野町立江陽中学校へ
・草木 康伸先生 綾部市立綾部中学校へ
・石山 春奈先生 岡山県和気町立和気中学校へ
・山口 奈美先生 舞鶴市立三笠小学校へ
・堀毛 孝之先生 舞鶴市立城北中学校へ
・榊原 愛梨先生 舞鶴市立城南中学校へ
・相見 貴志先生 綾部市立綾部中学校へ
・河﨑 貴子先生 舞鶴市立青葉中学校へ
・吹田 好伸先生 退職
・水谷 元昭先生 退職
・須﨑 雅光先生 退職
(※非常勤として本校で引き続きお世話になります)

・橋本
・中川
・野上
・坂根

茂先生 退職
諒名先生 退職
親章技労員 退職
篤技労員 舞鶴市立高野小学校へ
行事予定

７日(火)始業式
８日(水)入学式
９日(木)対面式
10日(金)１年府学力診断テスト
２年CRTテスト
３年三測定 朝読書・給食開始
11日(土)舞鶴野球連盟会長旗杯
12日(日)京都府議会議員選挙投票所
13日(月)１年三測定 生徒会ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
１年クラブ見学(16日まで）
PTA本部役員会
14日(火)２年三測定 １年心電図検査
15日(水)現地交通安全指導
16日(木)午前中授業(給食･クラブなし)
PTA合同役員会
17日(金)一斉クラブ会
20日(月)家庭訪問①（給食なし）
21日(火)全国学力学習状況調査３年
22日(水)家庭訪問②（給食なし）
PTA企画委員会
23日(木)家庭訪問③ 検尿
26日(日)PTA総会 授業参観 学年懇談会 家庭訪問④（給食なし）
27日(月)振替休日
28日(火)家庭訪問⑤（給食なし）
29日(水)昭和の日

＜校舎・設備を大切に＞
新年度を迎えるにあたり、校
舎の内外を含めて、整備作業を行
いました。白糸中学校は、保護者
や多くの地域の皆様の願いと御支
援によって全面改築されてから、
４年目に入ります。府下有数の最
新の設備と美しい校舎で学ぶことのできることに感謝
しつつ、教育活動の一層の充実と、いつまでも美しい
校舎のままであるよう、生徒・教職員ともに努めてま
いります。

