平成２８年度

学校教育目標

『確かな学力、豊かな人間性、健康な体の育成』
－

学校だより
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『
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『ご入学、おめでとうございます』

新入生の入学を待ちわびていたかのように日和が丘の桜も満開を迎え、坂道を桜色に染めま
した。保護者の皆様方におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、本校の教育活動に対しまして、深いご理解と多大なるご支援を賜り厚くお礼申し上
げます。
さて、先日の４月８日に、宮津市教育委員会教育長 藤本長壽 様をはじめ多数のご来賓の
ご臨席をいただき、保護者の皆様のご出席のもと、平成２８年度入学式を挙行いたしました。
新入生代表の横谷知樹くんが堂々とした挨拶を行い、生徒会会長の河合勝吾くんが、あたたか
い歓迎の言葉を力強くしっかりと述べました。

平成２８年度の始業！

－

宮津に生まれ育ったことを誇りに思い、将来、地域を支え、地域づくりに貢献・活躍できる 人財の育成
社会人・職業人として自立した社会の形成者の育成

【目指す学校像】
（１） 真実やまじめが生きる学校
（ 誠 実 ）
（２） たたえ合い努力が報われる学校
（ 向 上 ）
（３） 思いやりと助け合いのある学校
（ 協 力 ）
【目指す生徒像】
（１） 生活リズムを整え健康を保つ生徒
（自己管理）
（２） 目標に向かって努力する生徒
（自己実現）
（３） 自分を振り返り謙虚に反省する生徒 （自己責任）
うちたてん 宮津中学校 「信頼される学校」「自尊感情の育成」「社会への貢献」

☆平成２８年度

６９名の新入生を迎え、全校生徒２２９名がそろい、２８年度がスタートしました。生徒の
活気ある教育活動に向け、教職員一同一丸となって努めて参りたいと決意しております。また、
保護者の皆様や地域社会との連携を一層図りながら本校教育目標の具現化に向けて邁進してま
いりますのでご支援のほどよろしくお願いいたします。新入生とそれぞれ進級した２、３年生
の全校生徒が新たに自分の目標を持ち、活躍してくれることを心から期待しております。

一滴の水の大きさ、さらに激励の３つの言葉を伝えます
前略 曹源の一滴水という言葉があります。これは山から湧き出た一滴の水が源流となって、小川がで
き、やがて大きな川となって、広大な土地を潤すこともあるということを言っています。わずかな一滴
であるけれども、大切な一滴ということです。一滴の水にも、一人一人の言葉にも大きな可能性が秘め
られています。新入生の皆さんは、今日、中学生としての一歩を踏み出しました。今日の一歩が積み上
げられて、大きな成長があります。上級生や先生との出会い、授業や部活動との出会い、様々な出会い
を大切に、希望のふくらむ一滴を目標達成への大きな流れにつなげて欲しいと思います。・・皆さんへ激
励の言葉として、３つのことを伝えたいと思います。
○一つ目は、真剣にということです。・・真剣になれること、本気になることのできるものを見つけてく
ださい。・・一生懸命取り組むことがあれば、自分を成長させてくれます。・・後略
○二つ目は、信頼です。・・信頼の心を持つことが大切です。信頼を得るには素直さや正直さを持った態
度が必要です。同時に思いやりや人の痛みがわかる心も必要です。・・仲間のために行動を起こすことの
出来たとき、自然に信頼は生まれていると思います。
○三つ目は、継続です。・・我慢強く努力を続けて欲しいと思います。継続は力なり。・・互いに励まし
合いながら夢や目標を実現してくれることを望んでいます。
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☆昨年度末で、転任いたしました。
＊江河 祐子（退職）
＊太田 健策（栗田中へ）
＊芦田 祐樹（栗田中へ）
＊南田 敦子（静岡県浜松市佐久間中学校へ）
＊和田 寛章（退職）
＊荻野 文子（大宮中へ：初任者指導）
＊竹原 弘樹（大宮中へ） ＊前野 徳彦（日置小へ）
＊谷口たつよ（退職）
＊加畑 藤市（吉津小へ）
在任期間中は保護者の皆様、地域の皆様に大変お世話になりました。ありがとうございました。

４ 月 学 校 行 事 予 定
日 曜
行事予定
日 曜
行事予定
７ 木 着任式 始業式
19 火 全国学力・学習状況調査（３年） 部活集会
８ 金 宮津中学校入学式
20 水 ＰＴＡ運営委員会 SC SSW
９ 土 橋立レンジャーボランティア
21 木 宮津警察あいさつ運動 ALT
10 日
22 金 教育相談週間 SSW ALT
11 月 PTA本部役員会 身体測定（2・3年） 23 土 ＰＴＡ初総会 授業参観
12 火 ＰＴＡ学年･家庭教育委員選出 身体測定（１年） 対面式
24 日
13 水 府学力診断ﾃｽﾄ（１年） 地区集会 SC SSW
25 月 振替休日
14 木 ALT
26 火
15 金 ＰＴＡ合同会議 SSW ALT
27 水 教育相談週間 SC SSW
16 土
28 木 教育相談週間 ALT
17 日
29 金 昭和の日
18 月
30 土
１日（日）市民陸上記録会 ３日（火）若丹バレー ５日（木）会長杯野球
７日（土）阿蘇海一周マラソン大会 11日（水）校内陸上 15日（日）宮津祭
19日（木）～21日（土）修学旅行 19日（木）１・２年生校外学習 21日（土）授業参観
23日（月）振替休日 30日（月）、31日（火）中間テスト
ＳＣ：石野スクールカウンセラー（水曜日） ＳＳＷ：三宅 まなび・生活アドバイザー（水・金曜日）
ＡＬＴ：チャリス先生（木・金曜日） 心の居場所ｻﾎﾟｰﾀｰ：中西先生（火・水・木・金曜日）

○「子どものための京都式少人数教育推進事業」による少人数教育
少人数学級：本校では昨年度に引き続き２年生で少人数学級を採用し、３クラス編成としま
す。また、新たに１年生も同様に少人数学級採用により３クラス編成とします。
なお、１・２年生は少人数学級のため、教科における少人数授業は実施いたしません。
３年生での教科（数学・英語）での少人数指導を実施します。
本校では、今年度も京都府教育委員会の「子どものための京都式少人数教育推進事業」に
より、１年生の少人数学級の採用や教科（数学、英語）での少人数指導（習熟度別、少人数
授業など）を実施いたします。この事業を活用し、きめ細かな指導を行い、確かな学力の育
成、希望進路の実現を図る体制・指導をすすめていきます。

○教育相談を担当していただく先生を紹介します
＊スクールカウンセラー（ＳＣ）
昨年度に引き続き石野麻衣子先生にお世話になります。
毎週水曜日を基本に、宮津中学校に勤務していただきます。
子どもたちが元気に楽しく学校生活が送れるよう、心配事や悩み事について気軽に相談し
てください。（相談内容の秘密は守られます。）
＊まなび・生活アドバイザー（ＳＳＷ：スクール･ソーシャル･ワーカー：社会福祉に関
して専門的な知識･経験を有し、学校での相談･援助活動ができる方です。
）
今年度も三宅麻美先生 にお世話になります。今年度も週２日の勤務となり、毎週水曜
日、金曜日に、宮津中学校に勤務していただきます。
社会福祉等の専門家で、基本的生活習慣･学習習慣の定着に向けた支援を行います。

＊心の居場所サポーター
昨年度に引き続き中西唯 先生にお世話になります。
相談室等で、教育相談･学習支援を行います。

☆「うちたてん 宮津中学校」ボランティアでの社会貢献！
今年も「さくら祭」
「橋立レンジャー」での宮中生の活躍！
４月３日（日）、満開を迎えようとする滝上公園での「さくら祭」のオープニングを吹奏
楽部がかざってくれました。演奏も今年で３回目を迎え部員数が減りましたが、すばらしい
演奏を奏でてくれました。また、４月９日（土）には宮津警察交通課の全国交通安全週間に
伴う歩行者の安全を守る反射材（タックルバンド）橋立レンジャー仕様の配布とＰＲ活動を

レンジャーに扮した宮中生徒会が文殊知恩院で行いました。観光に訪れた多くの方に交通安
全の大切さを伝える役割の一端を担ってくれました。

※レンジャー、悪役は
誰でしょう

