
 

チャレンジと challenge 

    

 地球温暖化の影響でしょうか。ここ数年は自然の移り変わりと

暦が少しずつずれてきたようで、桜はその見頃をすっかり過ぎて

しまいましたが、４月 11 日に 19８名の新入生を迎え、令和 4

年度がいよいよスタートしました。新型コロナウイルス感染症の

影響下で 3 度目の春となりました。始まりの季節であり、期待に

胸膨らませるときではありますが、また、すっかり「新しい生活

様式」にも慣れたとはいえ、心のどこかでは晴れ晴れとしない面があるのも事実です。その

ような中で、新２，３年生の皆さんは、昨年度も「できることは何か」を前向きに考え、工

夫して各行事や日々の学校生活を充実したものとしてきましたので、今年度もよりよい学校

生活の実現に向け、奮闘してくれるものと期待しています。 

 先日の入学式では新入生の皆さんに「中学校生活を充実したものにする秘訣は『チャレン

ジすること』です。」とお話をしました。英語で書けば"challenge”となりますが、この場

合の意味は「挑戦」というやや重々しい意味で、真っ向から勝負するほどの激しさを伴いま

す。日本語での「チャレンジする」は「難しいことでもやってみる」ほどの意味合いで、英

語で表記するなら"try”が当てはまるように思います。私がお話をしたのはもちろん「チャ

レンジする」の意味です。例えば「授業で出題された難しい問題にチャレンジする」「部活

動で新たな技や課題にチャレンジする」ようなことです。もちろん正解したり、成功するこ

とはあると思いますが、時には間違ったり、失敗してしまうこともあります。たとえ間違っ

ていたとしても、チャレンジしたからこそ、そのやり方や答えが間違いであることに気づけ

たのであり、何もしなかったら一歩も前には進んでいないことになります。アメリカのＩＴ

企業でアップル社の創業者の一人であるスティーブ・ジョブズ氏は「失敗は成功へのプロセ

スである」と言われました。失敗を恐れないほんの少しの勇気を持って、何事にもチャレン

ジする、そして失敗があったとしても、仲間のチャレンジを温かく受け入れ讃えられるよう

な、そんな学級や学校であって欲しいと思います。 

 

－保護者・地域の皆様－  

ここ 2 年間は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、入学式や卒業式の縮小を始

め、授業参観や学校公開等の機会がほとんど持てず、大変残念な思いをしましたが、本校の

教育活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました。４月 11 日には、新入

生 19８名を迎え、全校生徒 55３名で令和 4 年度をスタートしました。子どもたちの思い

に応えるべく、新・転任者を加え、教職員一同、心を一つにして、生徒の健やかな成長を願

い、教育活動に専心してまいります。引き続き、感染症対策等につきましては、学校として

市教育委員会とも緊密に連携を図り、できる限りの対策を徹底してまいりますので、日々の

健康管理や検温等、お願いすることも多々ございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

【退職・転出者の紹介】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇令和４年度 教職員体制 

 

《校 訓》 自由   責任  協同 
勝勝中中だだよよりり  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.kyoto-be.ne.jp/katuyama-jhs/ 

ＴＥＬ 075-921-1106   ＦＡＸ 075-921-1107 

４月号 

令和４年４月12日 

向日市立勝山中学校 

校長 奥村 久夫 

校長 奥村 久夫 教頭 上田 良一 教務主任 田中 真紀   国語 

１組Ａ 太田 滋  保体 １組Ｂ 土永  勝   保体 １組Ｃ 村尾 富美子  国語 

生徒指導主任 梅田 剛    理科 通級指導加配 田居 久仁美 数学 ３年学年主任 伊藤 亜佐子  保体 

１年学年主任 池上 儀晃  国語 ２年学年主任 尾松 奈保子  英語 ３年進路主任 川島 淳   数学 

１年２組 荒木  宣   保体 ２年２組 大槻 晃央 技術 ３年２組 大西 篤史  数学 

１年３組 志賀 景子  美術 ２年３組 佐々木 啓輔 社会 ３年３組 楠本 祐也  英語 

１年４組 中村 圭祐  理科 ２年４組 湯浅 雪乃 保体 ３年４組 堤 美智子  社会 

１年５組 松田 淑子  英語 ２年５組 上村 詢也  保体 ３年５組 梅田 剛    理科 

１年６組 塚本 淳吾  英語 
２年所属 

久次米秀振  数学 ３年６組 栗栖 淳子  家庭 

１年所属 

井崎  茜   数学 打越 哲郎  理科 
３年所属 

阿部  浩子   国語 

小笠原実咲   音楽 非常勤講師 瀬戸山友紀  美術 荒木 孝裕  理科 

岩橋 優樹  社会 非常勤講師 南川 悦子  国語 養護 奥田 理佐子 

小中連携加配 松岡 裕之  英語 事務職員 安達 圭子 養護 秦野 瑞恵 

校務員 長谷川 保夫 心の相談ｻﾎ゚ ﾀーｰ 今峰 大樹 学び･生活ｱﾄ゙ ﾊ゙ ｲｻ゙ ｰ 矢部 文孝 

校務員 永嶋 克弘 心の相談ｻﾎ゚ ﾀーｰ 高比良徹也 スクールカウンセラー 湊 珠美 

特別支援教育支援員 今井 孝弘  英語 心の相談実習生 岡村 百香 心の相談実習生 多賀谷 光 
ｽｸー ﾙｻﾎ゚ ﾄーｽﾀｯﾌ 
特別支援教育支援員 瀬戸山友紀 図書支援員 関 久美子 川上萌花教諭は現在休養中です 

 
本年度の人事異動等で、退職及び転出された先生方を紹介します。 
本校の教育活動の推進にご尽力いただき、本当に有難うございました。 
 
 八木 義宏 先生  退職 
 島津 真紀 先生  向日市教育委員会 
 西片 大輔 先生  向日市立西ノ岡中学校 
 中司七織子 先生  長岡京市立長岡第三中学校 
 佐藤 俊介 先生  長岡京市立長岡第二中学校 
 上村 貞寄 事務  大山崎町立第二大山崎小学校 
 平田 直利 先生  相楽東部広域連合立和束中学校 
 中村 翔太 先生  長岡京市立長岡中学校 
 有吉 純基 先生  長岡京市立長岡第三中学校 
 永田 知子 先生  島本町立島本第一中学校 
 和久井風華 先生  京都市立嵯峨中学校 
 阿彌 凪沙 先生  京都市立大宅小学校 



家族みんなで読書を 

「世界本の日（ユネスコ制定）」でもあるこ

の日に、家族で本に親しみませんか。  

また、この日から 5 月 12 日までは 

「こどもの読書週間」です。  

ぜひ家族で素敵な読書 

タイムを過ごしてくだ 

さい。 

 

〖４月の行事予定〗               ＜５月の主な行事予定＞ 

 

 

 

【文部科学大臣からのメッセージ】 

      【文部科学大臣からのメッセージ】  

 

 

 

日 曜 行 事 部活 給食 

12 火 ２･３年CRT（数理英） ○ × 

13 水 
給食開始、全学年CRT(国社) 
１・３年二測定 
２･３年学級写真 

○ ○ 

14 木 
１年CRT（数理）1年部活動見学 
新入生オリエンテーション 
２年二測定、１年給食開始 

○ ○ 

15 金 
１年生学力診断テスト 
１年部活見学②、体験① 

○ ○ 

16 土    

17 日    

18 月 
授業参観・懇談 
１年部活動見学③・体験② 

○ ○ 

19 火 
全国学力学習状況調査（３年） 
１年部活動体験③ 

○ ○ 

20 水 
１年部活体験④ 
耳鼻科検診(1,2年) 

○ ○ 

21 木 
眼科検診（全学年）、検尿① 
１年仮入部① 

○ ○ 

22 金 
部活入部式、内科検診（2年） 
子ども読書の 検尿② 

○ ○ 

23 土 
 
 

  

24 日    

25 月 
家庭訪問①（45分×４時間） 
聴力検査（１年） 給食あり 

○ ○ 

26 火 家庭訪問②（45分×４時間） ○ ○ 

27 水 
家庭訪問③（45分×４時間） 
聴力検査（３年） 

○ ○ 

28 木 家庭訪問④（45分×４時間） ○ ○ 

29 金 昭和の日   

30 土    

 
２日(月）家庭訪問⑤（45分×４時間） 
６日(金) 家庭訪問⑥（45分×４時間） 
９日(月) 家庭訪問⑦（45分×４時間） 
10日(火) 家庭訪問⑧（45分×４時間）   

   
11日(水) 修学旅行説明会、進路説明会 

部活懇談会、３年内科検診 
12日(木) 学評・専門委員会 心電図(1年) 
13日(金) ２年内科検診 
19日(木) 20日(金) １学期中間テスト  
23日(月) ３年内科検診・部活動停止 
24日(火) １年内科検診 
25日(水) 歯科検診 
26日(木) 歯科検診 
27日(金) PTA前期総会、１年内科検診 
29日(日)～31日(火) ３年修学旅行 
30日(月) ２年校外学習 
31日(火) １年校外学習 

名前・写真の掲載について  

 学校だよりやホームページで、学校生活の様子をお伝えするために生徒の写真

や名前を記載することがあります。掲載に同意を得られない方の記載は控えます

ので、担任もしくは学校まで御連絡ください。 


