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をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

さらに愛される学校へ 
 

校長   田渕 浩昭 

今春の異動により、とどろみの森学園より第二中学校の校長として着任いたしました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

二中は、わたし自身、３年前まで１０年間お世話になった学校で、その間、子どもたち、保護者の

方々や地域の方々にさまざまな面で育てていただきました。二中（校区）にたいへん愛着をもってお

りますので、校内外からさらに愛される学校になるような学校づくりをしたいと思います。と同時に、

責任の重さに身が引き締まる思いをしております。 

この３年間、二中の様子やとりくみ、子どもたちのがんばる姿などを他の学校から見守らせていた

だいておりました。学校全体で取り組んでいる「モーニングスタディ（M）・自主学習ノート（J）・

総合テスト（S）」のMJSサイクルとグループ学習を基盤にした学力保障やお互いを認め合い高め合

ってつながる班活動、地域と密接に連携した地域に開かれた学校づくりが、現在の素敵な二中を創っ

ている根幹であると感じておりました。 

このたびは、再びこの素敵な二中の教育を創造していく立場になり、たいへん光栄に思っておりま

す。これまでの二中の良き伝統と文化を継承し、さらに発展するよう微力ながら尽力していきたいと

思います。 

今年度も下記の教育目標、めざす生徒像を掲げ、一人ひとりの生徒のみなさんが輝き、夢や希望を

抱いて、毎日学校へ通ってくることができ、一人ひとりが自らの生き方を考え自分を大切にする力を

つけられるような学校を創っていきたいです。 

今後とも、子どもたちの生きる力を育むことを第一に、地域に根ざし愛される学校づくりをめざ

して教職員一丸となってとりくんでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育目標 

 民主的な社会の担い手として、確かな学力を身につける【学力】とともに、自主自律の精神に満ち、お

互いの人権と個性を大切【仲間】にし、心豊かにたくましく生きる【生活】生徒の育成 

めざす生徒像 

 主体的に自分の位置を築く 

 

 

 
 

  

１年生のみなさん、入学おめでとうございます。２、３年生のみなさ

ん、進級おめでとうございます。１年生１１５名、２年生１３６名、

３年生１４２名、合計３９３名の仲間とともに、新学期がスタートし

ました。入学式、始業式、対面式が終わり、係・委員決め、班づくり

など、新しいクラスでの学校生活が進んでいきます。 

卒業生から在校生へ願いを込めて。今、バトンが託されました！ 

 入学式・始業式では、大きな垂れ幕が体育館の舞台に彩
いろど

りを添

え、新入生の入学と在校生の進級を祝いました。この垂れ幕は、

この春に二中を卒業した旧３年生が制作し、「新しい世界への飛躍

と挑戦」というタイトルをつけました。希望を胸に、「新しい世界」

へ進んでいった卒業生たち。二中に入学した１年生や進級した２、

３年生たちにも、新たなステージで挑戦し、飛躍していってもら

いたい。そんな卒業生の願いが作品には込められています。 

卒業生から渡されたバトンを在校生が受け継ぎ、「自分たち（自分・仲間）」を大切に、中学校生

活を送っていってくれることを願っています。 

 

各学年の目標を紹介します 
 
 
 
 
 

 
 

 

二中の窓  

４月号  ２０１８．４．10（火) 

箕面市立第二中学校 

 入学式で体育館の花道を飾ってくれたのは、保護者のみなさんが植えてくださった春の花のプランター

でした。今年度も本校の入学式に、多くの保護者・地域のみなさまのご参列とお祝いの言葉を賜り、誠に

ありがとうございました。本校のあらゆる教育活動、とりくみは、みなさまのご支援やご協力のおかげで、

より豊かなものになっています。本校は、今年度も「学力・生活・仲間」を柱に、地域に開かれた学校づ

くりをめざし、さまざまな教育活動を進めていきます。引き続きご協力とご支援を賜りますよう、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
 
 

希望を胸に、それぞれが新しい世界へ飛躍。挑戦がはじまります！ 

バトンｂｚ 

「つながりを大切に。」 

～わ（我・和・輪）になろう～ 

(我) しっかり勉強して、自分というものを

創りあげます。 

(和) ルールをしっかりまもり、誰もが和や

かで快適なクラス、学年、社会を創り

ます。 

(輪) 班、クラス、学年、社会の仲間とつな

がっていきます。 

「すべての人（生徒）が安心して過ごせる学年 

    ～認め合う心・許し合える心・大切にする心～」 

   (1) 思いやりのある生徒   （徳育） 

   (2) 自ら学び、解決できる生徒  （知育） 

   (3) 心身を鍛える生徒   （体育） 

  
 しっかり勉強しよう 

  ルールを守ろう 
   仲間を大切にしよう 

２年 

 

 

１年 

 

 

３年 
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よろしくお願いします！～新転任教職員の紹介～ 

田渕 浩昭（たぶち ひろあき）さん（校長） 
「3年ぶりに二中へ帰ってきました。昔も今もこれからもずっと二中（校
区）が大好きです！ みなさんとともに『We love 二中！」創りをし
ていきたいです。よろしくお願いします！』 

 
島本 貞文（しまもと さだふみ）さん（教頭） 
「豊中第二中学校から来ました教頭の島本と申します。2年前まで箕面
第六中学校に教頭として勤務しておりました。第二中学校でも生徒の
皆さんと一緒にがんばっていきます。よろしくお願いします。」 

 
奥畑 仁（おくはた ひとし）さん（理科) 
「1年の理科を担当することになりました。新鮮な気持ちで臨みたいです。よろしくお願いします。」 
 
鎌戸 寿美（かまこ としみ）さん（保健体育) 
「私のモットーは『最後まであきらめない』ということです。一人ひとりと向き合っていきたいです。
よろしくお願いします。」 

 
小宅 遊（おやけ ゆう）さん（技術) 
「技術の授業を担当することになりました。1年生から3年生まで全クラスで授業をするので、み
なさんよろしくお願いします。」 

 
小椋 奈美香（おぐら なみか）さん（通級教室) 
「今年度より通級教室担当になりました。縁があり、この学校でみなさんと一緒に学んでいくことに
なりました。どうぞよろしくお願いします。」 

 
吉川 早苗（よしかわ さなえ）さん（介助員） 
「二中でみなさんと一緒に過ごせることを楽しみにしています。よろしくお願いします。」 
 
加藤 雅也（かとう まさや）さん（社会） 
「1年生の社会を担当することになりました。二中に来るのは初めてですが、精一杯がんばります。」 
 
北道 啓子（きたみち ひろこ）さん（図書館司書） 
「新しく学校図書館を担当いたします。各教科で図書に親しむ環境づくりのお手伝いができるように
がんばっていきたいと思います。」 

 
中尾 千恵（なかお ちえ）さん（支援学級担任） 
「3年ぶりの二中で毎日ワクワク・ドキドキです。みなさん、よろしくお願いします。」 
 
新しいメンバーを迎え、教職員一同が一致団結し、生徒たちに負けないチームワークを発揮
していきます！ よろしくお願いします。 
 
 

 

 

お世話になりました～二中を去られた教職員のみなさん～ 

 

２０１８年度 学年教職員構成（敬称略） 

校長  田渕 浩昭 教頭  島本 貞文 

１年生 ２年生 ３年生 

１組 辻   拓真／数学 

 副 小野 邦子／英語 

２組 青屋 智子／国語 

 副 奥畑 仁／理科 

３組 小宅 遊／技術 

 副 小野 邦子／英語 

１組 久行 慎二／社会 

 副 鎌戸 寿美／保健体育 

２組 有山 悠子／理科 

 副 菰池 貴之／保健体育 

３組 蘆田 真司／数学 

 副 山本 文子／美術 

４組 三木 直子／国語 

 副 上原 瑛美／英語 

１組 新居 真梨子／社会 

 副 植村 美南／英語 

２組 浅田 翔 ／理科 

 副 濵野 哲成／国語 

３組 中野 淳 ／音楽 

 副 越知 勝／数学 

４組 松山 宜弘／数学 

 副 野間 仁美／家庭 

支援学級担任 宮本 直明 

生徒指導 辻尾 翔太 

栄養教諭 讃岐 真枝 

養護教諭 倉脇 洋子 

介助員 吉川 早苗 

介助員 安東 隆博 

ALT ライオンス・エミリー 

社会 加藤 雅也 

実験助手 南 寿男 

 

支援学級担任 水野 洋子 

人権教育推進 赤城 龍一 

介助員 福岡 洋美 

通級教室 小椋 奈美香 

図書館司書 北道 啓子 

ALT アントニオ・フレンチ 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 松浦 祐加 

支援学級担任 中尾 千恵 

支援学級担任 藤村 龍一 

支援学級担任 古嶋 延弘 

人権教育推進・進路・国語 

    西川 ひとみ 

介助員 由良 寿里 

ALT キング・コールトン 

校務員 斉藤 孝博 

副主査 今村 貴和子 

◇拠点校指導員 若狹周二 

◆教育委員会・学校へのご意見・お問い合わせは、学校ホームページの「ご意見・お問い合わせ

フォーム」でも受け付けております。 

 橋本敏校長（とどろみの森学園へ）、齊藤正義教頭（第六中学校へ）、中田重幸先生（第一中学校

へ）、清水麻美先生（第五中学校へ）、田中順士先生（退職）、新條みどり先生（第六中学校へ）、中川禎

之先生（退職）、齊田啓佑先生（彩都の丘学園へ）、文真悠先生（第五中学校へ）、吉野猛先生（退職）、

朴錦花先生（退職）、右田ユミ先生（彩都の丘学園へ）、磯口貴子介助員（第三中学校へ）、伊達一哉介

助員（退職） 

☆二中のためにご尽力いただき、ありがとうございました。今後とも新しい学校、環境でも活躍されること

を願っています。 

 

 

新しい「チーム二中」をよろしくお願いします！ 

バトンｂｚ 

着任式の様子 


