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平成 28 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。本年度もどうぞよ
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 180 名を迎え、全校
生徒 504 名、学級数 17 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、入学式に臨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。
さて、本校では、これまで、体育祭や学校祭などの学校行事や部活動・各種コンクールなど
生徒一人一人の努力により、それぞれが自分の力を発揮し、大きな成果を得ることができまし
た。本年度も生徒のよさや可能性を十分に発揮し、生徒の主体的な活動を一層充実して、『地
域から信頼される明るく活力ある学校づくり』を推進していきたいと思います。
学校は、人との交流をとおして、学力や体力の向上、社会性・人間関係づくりなど多くのこ
とを学び成長する場所です。本校では身につけてほしい力を下記のように決めています。具体
的には①「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。先ずは、
授業をきちんと受ける力、家に帰って宿題だけでなく自分で考えて勉強することのできる力です。
②「他人を思いやる心」です。先ずは挨拶と返事ができる力です。挨拶は人間関係をつくる第
一歩です。全員がつけてほしいことです。③「部活動に真剣に取り組み、行動に責任を持てる
人」であってほしいということです。
社会生活や学校生活を送る上で思いやりのある豊かな心をもち、『社会に貢献できる誇り高
い白糸中生』に育てていきたいと考えております。生徒一人一人が、張りのある学校生活を送
るために、目標をしっかりともち、学力・人間性の向上に一層の努力を続けていくことを期待
しています。
そのために、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、年度当初のご挨拶といたします。
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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

＜教職員紹介＞
平成 28 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）
・教
頭 宮川 啓三（数学）
・教務主任 小林 孝伊（数学）（ﾊﾞﾚｰ男）
・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 ☆米須 早耶 中舞鶴小より
・通級指導☆大久保章子（英語）（ﾊﾞﾚｰ女）青葉中より
・６－１組 内海 隆之（数学)（卓球)
６－２組 橋本有見果（保体）（剣道）
６－３組 上吉川里美（国語）（柔道）
・１年主任☆加藤 栄一（社会）（野球）加佐中より
１組 水上 雅代（美術）（ｱｶﾝｻﾞｽ･柔道）
２組 堀
大輔（保体）（ｿﾌﾄ）
３組 松田 恵介（社会）（ﾃﾆｽ男）
４組☆反田 由希（国語）（ﾊﾞﾚｰ女）青葉中より
５組 花本 貴志（理科）（卓球）
付き 山本 由紀（数学）（陸上）
付き☆松本 千晶 (栄養教諭)(ｵﾘｵﾝ)和田中より
付き☆大槻 武史（英語）（剣道）
・２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 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）
付き 竹原 清隆（理科）（ｵﾘｵﾝ）
付き☆赤木 亜美（英語）（卓球）若浦中より
・３年主任 布川 貢義（英語）（ﾊﾞｽｹ男）
１組 山﨑
涼（保体）（ﾃﾆｽ男）
２組 光枝 祐人（数学）（ﾊﾞﾚｰ女）
３組 西村 春菜（音楽）（ﾃﾆｽ女）
４組 林 美代子（英語）（ｿﾌﾄ）
５組 津田 弘司（社会）（野球）
付き 竹山 宏弥 (技術) (野球･科学)
付き 本間 眞人（理科）（ｵﾘｵﾝ）
付き☆森島
啓（国語）（ﾊﾞﾚｰ男）城南中より
・非常勤講師
水谷 元昭（数学）
・学習ｻﾎﾟｰﾀｰ
須﨑 雅光（初任者後補充）
・学習ｻﾎﾟｰﾀｰ
橋本
茂
・学習ｻﾎﾟｰﾀｰ ☆佐藤 優邦
・支 援 員
兼田 順子
・支 援 員 ☆村上 亜紀
・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☆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。
・山下 博伸先生 舞鶴市教育委員会へ
・竹内 聡美先生 舞鶴市立加佐中学校へ
・荒賀絵理子先生 舞鶴市立青葉中学校へ
・田口
綾先生 舞鶴市立志楽小学校へ
・山内 克哉先生 舞鶴市立余内小学校へ
・和田 若葉先生 退職
・仙﨑 文絵先生 退職
・小澤きよみ先生 退職
・宇野恵理奈先生 退職
・廣池 美幸先生 退職
・藤井亜紀子さん（事務） 退職
・川村由圭里さん（配膳員）退職

行事予定
７日(木)始業式
８日(金)入学式
11日(月)対面式
12日(火)給食開始
１年府学力診断ﾃｽﾄ
新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
１年クラブ見学(14日迄）
13日(水)１年二測定・視力検査・聴力検査
２年CRTテスト
14日(木)２年二測定･視力検査･１年心臓検診
PTA合同委員会
15日(金)３年二測定・視力検査・聴力検査
一斉クラブ会
18日(月)家庭訪問①（給食なし）
６組二測定・視力検査・聴力検査
19日(火)３年全国学力診断テスト
20日(水)午前中授業(給食･クラブなし)
PTA企画委員会
21日(木)家庭訪問②（給食なし）
22日(金)家庭訪問③（給食なし）
24日(日)授業参観 PTA総会 学年懇談会 家庭訪問④（給食なし）
25日(月)振替休日
26日(火)家庭訪問⑤（給食なし）
検尿１次
29日(金)昭和の日

＜より良い授業を目指して＞
今年度本校では、協働
的な学習を取り入れた授
業づくりに取り組んでい
きたいと考えています。
早速４月５日に校内研
究会を持ち、具体的な授
業の組み立てについて、
協議を行いました。
生徒の学ぶ意欲を引き出し、確かな学力を
定着させる授業を全職員で追求していきます。

