
    平成２４年度末で転勤・退職された先生方平成２４年度末で転勤・退職された先生方平成２４年度末で転勤・退職された先生方平成２４年度末で転勤・退職された先生方        《たいへんお世話になりました》    

    

 登  博美 校長 退職       中井 佐由美 先生 京都教育大付属桃山中学校へ 

 越田 俊信 先生 退職       森  由佳梨 先生 大住中学校へ 

 北尾 恒久 先生 退職       井上 亜美  先生 精華中学校へ  

 山田 寿子 先生 退職       齋藤 はるか 先生 男山第二中学校へ 

 西田 雅哉 先生 城陽支援学校へ  原  智子  先生 男山第三中学校へ 

 山田 優子 先生 山城中学校へ   有城 由紀子 先生 南山城支援学校へ 

 峰重 登志子先生 田辺中学校へ   石原 依絵  先生 精華台小学校へ 

  第２８２号 平成２５年４月８日発行 

 

精華町立精華西中学校  TEL 95-3700   FAX 95-3800 

HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.kyoto-be.ne.jp/seikanisi-jhs/ 

 いよいよ今日から、新たな年度が始まります。 

 本校は、開校17年目を迎え、１０日の入学式には、２３１名の新入生が入学し、６学級を予定しています。 

 この数年間で生徒数が増え続け、平成25年度は、これまでのピークである全校生徒７５０名の大規模の学校と  

なります。 

 みなさん一人一人の夢の実現に向け、毎日の学校生活を生き生きと過ごし、確かな成長をしてほしいと教職員 

一同、願っています。 

 集団生活をしていくと、自分とは違う考え方や行動に出会うことがあります。その際、自分とは違う考え方等に 

触れ、ともにつながることで、人間として大きく成長するものです。 

 すべての皆さんの「夢」が実現できるよう「志」を高く持ち、仲間と自らを尊ぶ気持ちをさらに持つことによって、  

母校を愛し、その学校に通う誇りを持つことができると思います。 

 今年度は、学習面や部活動、あるいは学校行事に、今までの先輩たちが築いた「よき伝統」を継承し、さらに切 

磋琢磨しながら学校全体を発展させていきましょう。 

 また、部活動を中心に更にあいさつができるように、頑張ってほしいと思います。全校生徒みんなで少し意識し 

ながら生活をしてください。「あいさつ」は、今後社会に出ていくみなさんにとって大切なことの一つだと思います。 

気持ちよくあいさつができる人になってください。  

 －京都式少人数授業について－ 

 平成２５年度の数学及び英語の授業は次のように実施します。 

 単元ごとや時間数ごとなど状況に応じて、２つの学級を３講座（例として、学習内容をさらに深めたり、発

展的な内容を学ぶ。基本や基礎的な内容の理解を確実なものにする。など）に分け、生徒が自ら学ぶ内容を選

択していきます。単元内容や状況に応じて、１学級を複数の教師で教えるティーム・ティーチングを行う場合

もあります。詳しくは、授業担当者から説明します。  

 －２学期制について－ 

 精華町では、２学期制を実施しています。 

 １学期 ４月１日～１０月４日 ２学期 １０月７日～３月３１日 

 ２学期制を導入することで、授業時数の確保や部活動の指導、学校行事の充実が図れます。 

 



 

教職員一同 気持ちを新たにがんばりますので、よろしくお願いします。 

フォレスト学級・新２年生・新３年生担当の先生方の紹介フォレスト学級・新２年生・新３年生担当の先生方の紹介フォレスト学級・新２年生・新３年生担当の先生方の紹介フォレスト学級・新２年生・新３年生担当の先生方の紹介    

４ 月 の 主 な 予 定                

日日日日    曜曜曜曜    行事予定行事予定行事予定行事予定        日日日日    曜曜曜曜    行事予定行事予定行事予定行事予定    

8 月 着任式→１学期始業式 ※朝練・部活動無  

21 日 

相楽春季大会 

9 火  ※朝練・部活動無      身体測定（２･３年）   野球（泉川）  ﾊﾞｽｹ（木津中体）  ﾃﾆｽ（精華西） 

10 水 入学式 ※朝練・部活動無  22 月 ※１年入部届提出（１年部活動参加無） 

11 木 

※朝練不可・部活動有  23 火 部活ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（１年正式入部） 

生徒会オリエンテーション（１校時・体育館）  

24 水 

３年全国学力状況調査（質問紙→朝読書で実施） 

部活動ミーティング（２・３年）  授業参観（１･２年）→部活動参観 

12 金 部活動見学①  修学旅行・進路説明会（３年→５･６校時、体育館） 

13 土 中体連陸上記録会（丹波）  学級懇談会（終礼後）→学級委員選出 

15 月 府学力診断テスト（１年）  部活動見学②  地域集会（懇談終了後→多目的ﾎｰﾙ）※１年保護者のみ 

16 火 

 清掃無 部活動無（朝練可）  

27 土 

相楽春季大会 

※１年部活動体験希望用紙提出   ｻｯｶｰ（木津二） 

17 水 交通安全教室  １年部活動体験①  春季大会予備日（野球、ﾊﾞﾚｰ） 

18 木 １年部活動体験②  

28 日 

相楽春季大会 

19 金 

全校集会（8:30～体育館）春季大会壮行会   ｻｯｶｰ（木津二） 

１年部活動体験③  

29 月 

昭和の日 

20 土 

相楽春季大会  春季大会予備日（ｻｯｶｰ） 

 野球（泉川､木津二） ﾊﾞｽｹ（木津中体） ﾊﾞﾚｰ（木津南）  

30 火 

清掃無 部活動無（朝練可） 

 卓球（泉川） ﾊﾞﾄﾞ（精華西） ﾃﾆｽ（精華西） 剣道（精華）  学活（６校時・総会議案書討議→終学活含） 

所属学年・職名 教　科 部活動顧問

和田　　朋子 わだ　ともこ フォレスト学級１組担任 保健体育 女子バスケットボール

隈　　　 美智男 くま　みちお フォレスト学級２組担任 保健体育 女子バスケットボール

臼田　　清吾 うすだ　せいご フォレスト学級３組担任 保健体育 陸上

北村　　伸二 きたむら　しんじ ２年学年主任 国語 男子バドミントン

半澤　　麗紗 はんざわ　りさ ２年１組担任 数学 男子バスケットボール

板垣　　正稔 いたがき　まさとし ２年２組担任 理科 女子バスケットボール

金吉　　杏沙 かねよし　あずさ ２年３組担任 美術 女子バレーボール

塩田　　彰宏 しおた　あきひろ ２年４組担任 国語 男子バスケットボール

前田　　恵理子 まえだ　えりこ ２年５組担任 数学 女子テニス

小林　　政喜 こばやし　まさき ２年６組担任 保健体育 野球

辰巳　　勇太 たつみ　ゆうた ２年７組担任 数学 女子テニス

有田　　憲生 ありた　のりお ２年副担任 英語 剣道

山﨑　　亮太 やまざき　りょうた ２年副担任 社会 卓球

名原　　淳代 なばら　あつよ ２年副担任 音楽 美術

川原　　圭生 かわはら　たまお ３学年主任 理科 吹奏楽　野球

倉本　　寛司 くらもと　ひろし ３年１組担任 数学 陸上

吉原　　満枝 よしはら　みつえ ３年２組担任 家庭 家庭科

中藤　　佑弥 なかふじ　ゆうや ３年３組担任 社会 サッカー

河野　　弘子 こうの　ひろこ ３年４組担任 国語 将棋・カルタ

玉生　　康典 たまにゅう　やすのり ３年５組担任 英語 サッカー

二瀬　　真子 にのせ　まこ ３年６組担任 英語 卓球

高津　　和也 たかつ　かずや ３年７組担任 保健体育 野球

永井　　保人 ながい　やすひと ３年副担任 理科 パソコン

岩戸　　マキ いわと　まき ３年副担任 数学 男子テニス

吉本　　旭子 よしもと　あきこ ３年副担任 英語 吹奏楽
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