
 

 

 

 

 

 

 

「命と人権を大切にし、確かな学力を身につけた心身ともに健康な生徒の育成」 

校長 石橋 充久 

 

令和４年度がスタートしました。 

本日、第７６回入学式及び１学期始業式を迎え、１年生１９２名、２年生２３５名、３年生１８６名、計６１３

名、教職員５９名で新たな一年のスタートをきりました。 

本日の入学式において、新入生に対して「挨拶をすること」と「違いを認めること」について、お話をし

ました。 

挨拶は、相手の気持ちを一瞬で幸せにし、人間関係を円滑にします。そして、違いを認める心を持つこ

とで、集団生活でのトラブルを回避できます。この二つのことを実践することで、仲間が増え、学校生活

が充実するという内容です。 

新たな一年の始まりに期待し希望に胸躍らせ、さわやかな緊張感を感じさせる生徒たちの姿に、教職

員一同、新たな気持ちで本校の教育活動に取り組む決意をいたしました。 

 

さて、今年度も、昨年度同様、本校の教育目標「命と人権を大切にし、確かな学力を身につけた心身

ともに健康な生徒の育成」に向けて取り組んでまいります。 

この教育目標の達成に向けて、支援を必要とする子どもを含めすべて子どもが、「ともに学びともに育

つ」教育のさらなる推進や、不登校傾向にある子どもや、さまざまな課題を抱える子どもに対して、しっか

りと対応していくことや、生徒会による自治の力を育て生徒自らが主体的に学校を築いていくことなどに

取り組んでいきます。 

 

また、確かな学力についても、ICTの活用やデジタルドリル、少人数習熟度別学習の推進を行うと同

時に、何よりも授業を大切にし、子どもが主体的な学びとなる場に教室が変わっていくことにも取り組ん

でいきたいと考えています。 

 

保護者の皆様や地域の皆さんの温かいご支援と時には厳しい言葉も学校にとっては、必要なものです。

この一年も今までと同様、よろしくお願いします。 
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門脇由美子 教頭 五中から 開　聡子 五中へ

三木　直子 国語科 二中から 瑞原　一道 彩都の丘学園へ

城内　裕樹 英語科 新規 谷口　佳恵子 六中へ

小宅　遊 技術科 二中から 増野　司 三中へ

松村　康代 理科 とどろみの森学園から 小椋　奈美香 退職

梶原　郁代 国語科 三中から 山田　佑介 退職

加渡　藍 おおぞら 新規 伊藤　洸平 彩都の丘学園へ

今田　誠 英語科 四中から 佐藤　愛美 とどろみの森学園へ

中川　樹 数学科 新規 河口　純子 三中へ

前田　裕人 社会科 四中から 菊池　広美 退職

籔本　美羽 音楽科 新規 高森　優大 退職

冨中　宏樹 保体科 新規 松本　知子 退職

吹田　哲也 校務員 市役所環境整備室から 日笠　浩司 豊川南小へ

吉川　早苗 おおぞら 二中から 岸本　謙太 退職

若松　悠美子 英語科 二中から

教職員の異動

新しく赴任した教職員 転勤した教職員

各学年の担任・副担任・全体に関わる教職員

担任 副担任 担任 副担任 担任 副担任

A組 石田　真理子 前田　裕人 信貴　真啓 野間　仁美 井上　由歩樹 今田　誠

B組 細谷　拓司 松村　康代 岩本　裕美 梶原　郁代 上山　佐弥佳 好川　星也

C組 数野　歩 前田　裕人 永田　詩央里 柴　佑磨 大奈路　卓也 小林　隼也

D組 小宅　遊 木村　千果子 城内　裕樹 柴　佑磨 青屋　智子 よしかわ　せいや

E組 梅木　奈々子 中川　樹 落合　恭平 野間　仁美 舛田　健太 田中　直樹

F組 小林　佑輔 三木　直子

学年所属

1年 2年 3年

冨中　宏樹

栗田　喜久男（ICT支援員）・吹田　哲也（校務員）

アレン　チェリー　ダニエル（ALT）・宇都宮　智（フレンズ）

支援学級
（おおぞら学級）

全体に関わる

教職員

石橋　充久（校長）　　　門脇　由美子（教頭）

上田　健輔（教務主任　首席）・植木　大輔（生徒指導主事）・野口　崇弘（支援コーディネーター）

横井　和也・上條　明穂

吉川　早苗・福島　弘美

今木　愛理咲・加渡　藍・脇　和暉 牛島　律子・籔本　美羽

伊藤　由記子（SC）・奥畑　仁（通級指導）・若松　悠美子（英語科）

前　裕行 藤村　龍一

秦野　結衣（養護教諭）・鹿嶽　竹治（事務）・小原　宏美（図書館司書）・中間　麻由美（栄養教諭）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆標準服について◆ 

昨年度、生徒会からの提案を受けて、「カジュアルウィーク（標準服を着用しなくてもよい期間）」を実施しました。この 

取り組みは、昨今のジェンダーへの意識の変化や SDGｓの「ジェンダー平等」の取り組みから、標準服が男子は学服、

女子はセーラー服という男女で固定された服装についての考え方について、改めていくきっかけとなりました。 

生徒会が高校の LGBTQ研究大会に参加し、一定の割合で、ジェンダーについて悩んでいる生徒がいることもわか

り、現在の標準服のありかたについて考えていきます。 

なお、今年度については、次の方針で進めたいと考えております。  

＊現行の標準服の着用を強制しない。標準服以外の服装での登校を認める。  

＊年間を通じて、標準服または体操服を着用する日を決める。 

（入学式、卒業式、始業式、終業式、定期考査、学力考査、行事の日、学校が指定する日など）  

 現在お持ちの標準服での登校を禁止するもではありません。どのような服装で学校生活を送るのが良いかについて、

ご家庭で判断していただければと考えています。 

 

◆部活動について◆ 

本年度も職員の入れ替わりがあり、４月から一部の部活動について、顧問が変わり新しい体勢でスタートを切ります。 

箕面市では、文部科学省のガイドラインに従い、平日１日と土日いずれかの一日を部活のない日としています。ただ

し、日曜日に試合がある場合などについては、前日の土曜日は活動可能としていますが、その分の休日を、その後の土

日に取ることとなっています。また、休日の活動時間も３時間程度となっています。 

本校においても、同様の方針で進めてまいります。 

なお、今年度から、平日１日の部活のない日については、すべての部活動で水曜日に揃えます。 

また、教職員によっては、土日の指導、試合の引率などにおいて、時間を十分の取れる教員もおれば、介護や育児など

の家庭の事情によって、時間的な制限のある教員もおります。全く初めての運動競技を顧問する教員も多くいます。すべ

ての教職員が、同じ条件で部活動の指導に当たることが出来ないということを、ご理解いただきますように、お願いいた

します。 

 

◆ライデンメールの登録◆ 

新入生の皆さんは、別紙の登録方法に従って、必ず登録していただきますよう願いします。 

☆登録は「生徒名」でお願いします。 

また、在校生の方で、機種変更等でアドレスを変更された場合は、登録ができているか再確認をお願いします。 

 

◆tomoLinks（トモリンクス）登録について◆  

学校からの配布物（学校だより、学年だより、給食だより等）の案内について、昨年同様、tomoLinks でのお知らせ

となります。登録がまだの保護者のかたは必ず登録をお願いします。登録方法は、一中のホームページ【タブレット端末

説明会（８月３１日）資料】をご覧ください。 

サッカー 小宅・よしかわ・鹿嶽 技術 小林佑・横井

野球 舛田・中川 手芸 野間・上條

陸上 信貴・城内・細谷 美術 井上・加渡

男子テニス 松村・植木・野口 吹奏楽 青屋・岩本

女子テニス 牛島・石田・木村 科学 奥畑・梅木

卓球 梶原・前田 将棋 野間・田中

男子バレーボール 大奈路・柴・上田

女子バレーボール 永田・今田・冨中

男子バスケットボール 落合・小林隼

女子バスケットボール 上山・三木

バドミントン 田中・脇・今木

ダンス 数野・籔本

げんき会
＊サークル活動のため、他の

クラブとの兼部可

横井・上條・今木・加渡

脇・牛島・籔本

部活動顧問一覧



なお、1年生については、5月以降（予定）の運用となります。それまでは、紙で配付いたします。 

 

◆給食エプロンについて お願い◆ 

 給食当番で使用するエプロンは個人持ちです。忘れた場合は、学校のエプロンをお貸ししますが、必ず洗濯をして返

却をお願いします。紛失された場合は、同等品をお返しください。 

 

 

令和４年度（2022年度）　４月　行事予定　箕面市立第一中学校

日 曜 校時予定表 校内行事予定 校外行事予定 給食 ＳＣ

学年 短学活 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 放課後 給食 清掃 放課 日番

１年

1 金 ２年 【  春 季 休 業  （4/7まで） 】

３年

2 土

3 日

１年

4 月 ２年

３年

１年

5 火 ２年

３年

１年

6 水 ２年

３年

１年 ✕

7 木 ２年 ✕

３年 ✕

１年 ✕ 入学式 学活 着任式 始業式 対面式 ✕ ✕ 1130 第76回入学式　着任式　始業式　対面式 ✕

8 金 ２年 ✕ 机移動 学活 着任式 始業式 対面式 ✕ ✕ 1200 2・3年机移動　クラブ部長会議（12:15） ✕

３年 ✕ 机移動 学活 着任式 始業式 対面式 ✕ ✕ 1200 ✕

9 土

10 日

１年 短学活 二測定 学活 学活 学活 ✕ ✕ 1240 50分×4　④限終礼込み　簡易清掃 ✕ SC

11 月 ２年 短学活 学活 二測定 学活 学活 ✕ ✕ 1240 二測定　視力検査　教科書配布　図書館開館（12:40） ✕

３年 短学活 学活 学活 二測定 学活 ✕ ✕ 1240 ✕

１年 読書 学活 学活 学年集会 学活 A火５ 学活 1220 ✕ 1455 45分×6　朝読書・朝学習・一学期給食開始 〇

12 火 ２年 読書 学活 学年集会 A火３ A火４ A火５ 学活 1220 ✕ 1455 部活動紹介（15:15） 〇

３年 社会 学年集会 学活 A火３ A火４ A火５ 学活 1220 ✕ 1455 〇

１年 読書 A水１ A水２ A水３ A水４ A水５ A火２ 1240 1530 1550 〇

13 水 ２年 読書 A水１ A水２ A水３ A水４ A水５ A火２ 1240 1530 1550 〇

３年 数学 A水１ A水２ A水３ A水４ A水５ A火２ 1240 1530 1550 〇

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 学活 1240 1530 1550 生徒会専門委員会（16:10） 〇

14 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ A火６ 1240 1530 1550 尿検査1次（全学年） 〇

３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ A火６ 1240 1530 1550 ★部活動仮入部（～21日） 〇

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 木６ 1220 1500 1520 45分×6 〇

15 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1220 1500 1520 1年宿泊学習説明会（15:40） 〇

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 月４ 1220 1500 1520 尿検査1次（全学年） 内科検診（3年） 〇

16 土

17 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 1240 1530 1550 生徒議会（16:10） 〇 SC

18 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 1240 1530 1550 〇

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 1240 1530 1550 〇

１年 読書 B火２ B火３ B火４ B火５ B火６ 1240 1430 1450 50分×5 〇

19 火 ２年 読書 B火２ B火３ B火４ B火５ B火６ 1240 1430 1450 全国学習・学力状況調査（3年） 〇

３年 短学活 国語 数学 理科 学活 B火６ 1240 1430 1450 2年宿泊学習説明会（15:10） 〇

１年 読書 B水１ B水２ B水３ B水４ B水５ 道徳 1240 1530 1550 〇

20 水 ２年 読書 B水１ B水２ B水３ B水４ B水５ 道徳 1240 1530 1550 〇

３年 数学 B水１ B水２ B水３ B水４ B水５ 道徳 1240 1530 1550 〇

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 1240 1530 1550 〇

21 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 月1 1240 1530 1550 〇

３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 月1 1240 1530 1550 〇

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1240 1530 1550 ★部活動ミーティング（16:10） 〇

22 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1240 1530 1550 〇

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1240 1530 1550 〇

23 土 PTA役員運営委員会

24 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 1240 1530 1550 〇 SC

25 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 1240 1530 1550 〇

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 1240 1530 1550 〇

１年 読書 道徳 A火２ A火３ A火４ A火５ A火６ 1240 1530 1550 内科検診（2年） 〇

26 火 ２年 読書 道徳 A火２ A火３ A火４ A火５ A火６ 1240 1530 1550 〇

３年 社会 道徳 A火２ A火３ A火４ A火５ A火６ 1240 1530 1550 〇

１年 読書 A水１ A水２ A水３ A水４ A水５ 月2 1240 1530 1550 〇

27 水 ２年 読書 A水１ A水２ A水３ A水４ A水５ 月2 1240 1530 1550 〇

３年 数学 A水１ A水２ A水３ A水４ A水５ 月2 1240 1530 1550 〇

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 1220 1500 1520 45分×6 〇

28 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 学活 1220 1500 1520 尿検査1次予備日（全学年） 〇

３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 月3 1220 1500 1520 〇

29 金 【 昭 和 の 日 】

30 土



 

 

 

 

 

 

 

 

 


