
 平成２５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》 
 

 北澤  智 教頭 精華町教育委員会へ  小林 未来 先生 洛北高校附属中学校へ 

 中藤恵理子 先生 泉川中学校へ     樋浦 利枝 先生 木津南中学校へ 

 二瀬 真子 先生 大住中学校へ     玉生 康典 先生 笠置中学校へ  

 出田 育也 先生 和束中学校へ     達脇 知弘 先生 岡山県で新規採用 

 阿賀野絵美 先生 朱雀高校へ      平嶋 敏一 先生 退職 

 北尾 恒久 先生 退職         池澤  翔 先生 退職 

 第２９８号 平成２６年４月１５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/ 

先週９日に２３１名の入学生を迎え、新たな年度が始まりました。 

開校1８年目、全校生徒７３４名、２２学級でのスタートです。 

授業を大切にし、質の高い学力を身につけるとともに、自分も他人も大切にし、人を思いやり尊重する心を持

てる人に成長してくれることを、教職員一同願っています。挨拶を大切にし、社会・学校のルール・マナーを守

り、一人一人が大切にされる精華西中学校をみんなで作っていきましょう。 

４ 月 の 主 な 予 定                

日 曜 行事予定  

20     日     

相楽春季大会 

7 月 着任式、１学期始業式    野球（木津二中）  

9 水 第１８回入学式   バスケット（木津中体） 

10   木   
生徒会オリエンテーション  第６回国際理解フェスティバル（町役場）  

部活動ミーティング（２・３年）  
22  火  

部活ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（１年正式入部） 

11  金 部活動見学①（１年）  全国学力学習状況調査（３年） 

14 
府学力診断テスト（１年）    

23   水   

授業参観（１･２年） 
月 

部活動見学②（１年）  修学旅行・進路説明会（３年） 

16 水 部活動体験①（１年）  学級懇談会（終礼後）→学級委員選出 

17 木 部活動体験②（１年）  地域集会（懇談終了後→多目的ﾎｰﾙ） 

18 金 部活動体験③（１年）    ※地域集会は１年保護者のみ 

19   土   

相楽春季大会  

26   土  

相楽春季大会 

 野球（木津二中） 卓球（泉川中）   バレー（木津南中） サッカー（木津二中） 

 バスケット（木津中体） 剣道（精華中）   テニス（精華西中） 

 バドミントン（精華西中）  
27  日 

相楽春季大会 

     サッカー（木津二中） 

  

     

  
  

 

   

教育目標「知性を磨き 豊かな心を持つ たくましい生徒の育成」 



 平成２６年度精華西中学校教職員 
№ 所属学年・職名 氏 名 教 科 部活動顧問 

1 校長 安倉  敏代     

2 教頭 江本  康宣 校務全般   

3 教務主任 斉藤  昌宏 英語 男女テニス 

4 生徒指導主任 山本   桂 国語 陸上 

5 特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 水川  ひとみ 英語 国際交流 

6 フォレスト学級１組担任 臼田  清吾 保健体育 陸上 

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

8 フォレスト学級３組担任 和田  朋子 保健体育 家庭科、男女ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 

9 １学年主任 川原  圭生 理科 パソコン 

10 １年１組担任 倉本  寛司 数学 陸上 

11 １年２組担任 橋本  裕子 英語 美術 

12 １年３組担任 柴    宏之 技術 サッカー 

13 １年４組担任 河野  弘子 国語 将棋・かるた 

14 １年５組担任 中藤  佑弥 社会 サッカー 

15 １年６組担任 岩戸  マキ 数学 男子テニス 

16 １年副担任 吉原  満枝 家庭 家庭科 

17 １年副担任 吉本  旭子 英語 吹奏楽 

18 １年副担任 加賀見新太郎 保健体育 陸上 

19 ２年学年主任 藤    秀成 保健体育 剣道 

20 ２年１組担任 片岡  康一郎 数学 男子バドミントン 

21 ２年２組担任 堀口  奈美子 国語 女子バレーボール 

22 ２年３組担任 大越  福美 保健体育 女子バドミントン 

23 ２年４組担任 綿野  広樹 数学 科学技術 

24 ２年５組担任 内藤  大司郎 理科 男子テニス 

25 ２年６組担任 古川   悠 社会 女子バドミントン 

26 ２年副担任 永井  保人 理科 吹奏楽 

27 ２年副担任 齋ノ内 聖子 英語 卓球 

28 ２年副担任 有田  憲生 英語 剣道 

29 ３学年主任 北村  伸二 国語 男子バドミントン 

30 ３年１組担任 板垣  正稔 理科 女子バスケットボール 

31 ３年２組担任 高津  和也 保健体育 野球 

32 ３年３組担任 塩田  彰宏 国語 男子バスケットボール 

33 ３年４組担任 半澤  麗紗 数学 男子バスケットボール 

34 ３年５組担任 辰巳  勇太 数学 女子テニス 

35 ３年６組担任 金吉  杏沙 美術 女子バレーボール 

36 ３年７組担任 小林  政喜 保健体育 野球 

37 ３年進学主任 仁賀  善政 数学 女子テニス 

38 ３年副担任 山﨑  亮太 社会 卓球 

39 ３年副担任 名原  淳代 音楽 吹奏楽 

40 養護教諭 谷村  恵巳子     

41 事務職員 近藤  理恵     

42 事務職員 池水  裕子     

43 スクールカウンセラー 佐々木 幸子     

44 ＡＬＴ（英語指導助手） ポール・スナイダー     

45 情報教育アドバイザー 西浦  正純     

46 精華町生徒支援加配 山上  誠司     

47 精華町特別支援員 金田  涼慈     

48 精華町特別介助員 吉田  裕子     

49 非常勤講師 森下   綾 理科   

50 非常勤講師 北村   豪 社会   

51 非常勤講師 高森  典子 国語   

52 非常勤講師 瀧尻  志奈 音楽   

53 非常勤講師 大部  政弘 美術   

54 精華町図書館司書 葛川  あかね     

55 校務員 福山  澄江     

56 校務員 藤本  泰孝     


