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をよろしくお願いいたします。 

 
 

「災」から「新」へ、安心できる居場所へ 

校長  田渕 浩昭 

今年度、第二中学校の校長として２年目をむかえることになりました田渕です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

前年度は、わたし自身、校長として初めての年であり、さらに１年間のできごとを象徴する漢字として

「災」が選ばれるほど天災の多い年であったため、緊急対応をはじめとするさまざまな面で、子どもたち

や保護者のみなさまにはご迷惑をおかけいたしました。今年度は元号が「令和」に変わり、新しい時代が

始まるとともに、二中では、新入生がジェンダーフリーの新標準服を着用することになりました。また、

体育祭が１学期の実施になり、１年生が冬にスキーの宿泊行事でハチ北高原へ行くことになります。 

そこで、今年度の二中は、「新」という漢字のもと、「新しい二中」を子どもたちや保護者・地域のみな

さまとともに創造していきたいと思います。新しいとりくみとともに、二中が「誰もが安心できる居場所」

となるような学校づくりを行っていきたいと考えています。この「誰もが安心できる居場所」とは、「誰も

が好きな（愛する）居場所（学校）」だと思っています。 

二中の教育目標は、「学力」「仲間」「生活」という大きな３本柱からできています。まず、「学力」では、

基礎学力をはじめとする、自らの進路を切り拓くために必要な確かな力をつけていきます。「仲間」では、

安心して互いに支え合い、認め合い、これからの社会をともに生きていくための仲間づくりを行います。

そして「生活」では、自分自身で考え行動していく力を養うとともに、さまざまな場面にふさわしいきち

んとしたふるまいを身につけていきます。二中のとりくみは、すべてこの３本柱からできています。ぜひ、

この「学力」「仲間」「生活」という３つの言葉を覚えておいてください。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

今年度も下記の教育目標、めざす生徒像を掲げ、生徒のみなさん一人ひとりが輝き、夢や希望を抱いて、

毎日安心をして通ってくることができる学校を、一人ひとりが自らの言葉や行動に責任を持ち、伝わって

きた情報が真実かどうかや正しいかどうかを自分自身で考える力をつけられるような学校を創っていきた

いと考えています。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。 

 

 

 

 

 

 

 

入学式では、卒業式に引き続き、大きな垂れ幕が体育館の舞台に飾

られ、新入生の入学を祝いました。この垂れ幕は、この春に二中を卒

業した旧３年生が制作したもので、「―――前へ」というタイトルをつ

けました。大木実さんの詩にある言葉で、卒業生へのはなむけとなり

ました。卒業生から託されたバトンを受け継いでいってください。 

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１３２名、

２年生１１４名、３年生１３５名、合計３８１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、現在、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ます。 

 

各学年の目標を紹介します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
行事の日程です 
 
  

 

 

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ことのできる生徒 

 

     

２年 

 

 

新年度がスタートしました！ 入学式・始業式（4月8日） 

 

バトンｂｚ 

１年 

 

 

「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。 

 
「みんながハッピー」 

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 

 

３年 

 

 

二中の窓  

 満開の桜の花とともに子どもたちの新年度のスタートを祝福してくれたのは、正門付近の花壇に二中「PTA

花の会」のみなさんが植えてくださった、色とりどりの春の花たちでした。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・仲間・生活」を柱に、地域に開かれた学校づくりをめざしていきます。体育祭や文化祭などの行事

をはじめ、さまざまな場面で、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。 

 
 

４月号  ２０１9．４．12（金) 

箕面市立第二中学校 

 

３年生修学旅行 ５月９日（木）～１１日（土）  １年生校外学習 ５月１０日（金） 

２年生宿泊学習 ５月２９日（水）・３０日（木） 体育祭 ６月８日（土）              

文化祭 ９月２８日（土）                  １年生スキー実習 ２月１４日（金）～１５日（土） 

今年度の大きな行事の日程です。例年から日程変更のある行事もありますので、ご確認をよろしくお

願いします。 
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よろしくお願いします！～新転任教職員の紹介～ 

池長 賢（いけなが けん）さん（国語） 
「京都の第五向陽小学校から来ました池長です！１年生の国語を担当します。よろしくお願いしま

す。」 

遠藤 隆司（えんどう たかし）さん（保健体育） 
「保健体育を担当することになりました。何事にもチャレンジし、楽しみながら体を動かしましょ

う！よろしくお願いします。」 

甲斐 拓実（かい たくみ）さん（数学) 
「今年度から１年数学を担当することになりました。一人ひとりと向きあって楽しい授業ができるよ

う精一杯頑張ります。」 

川北 悠矢（かわきた ゆうや）さん（社会） 
「２年生の社会科を担当いたします。皆さんと一緒に『楽しく学ぶ』ことをめざします。どうぞよろ

しくお願いします。」 

北氏 みのり（きたうじ みのり）さん（音楽) 
「今年度より音楽を担当することになりました。みなさんといっしょにステキな音楽づくりをしてい

きたいです。よろしくお願いします。」 

鈴木 孝浩（すずき たかひろ）さん（社会） 
「３年生の社会科を担当することとなりました。箕面二中について、沢山教えてください。よろしく

お願いします。」 

中村 洋人（なかむら ひろと）さん（美術) 
「箕面市内に勤めるのは初めてです。全学年の美術を担当するので、皆さんよろしくお願いします。

これからの毎日が楽しみです！」 

二宮 博行（にのみや ひろゆき）さん（図書館司書） 
「二中の皆さん、はじめまして。皆さんが一冊でも『これは！』と思える本に出会えると良いですね。

そのお手伝いをします。『くまもん』のエプロンを見かけたら気軽に声をかけてください！」 

端山 桂子（はやま けいこ）さん（家庭科） 
「この４月より１～３年の家庭科を担当します。どうぞよろしくお願いします。」 

松下 寿雄（まつした ひさお）さん（支援学級担任） 
「今年度より支援学級担当となり赴任しました。趣味はバレーボールです。よろしくお願いいたしま

す。」 

松永 悟郎（まつなが ごろう）さん（理科) 
「２年生の理科を担当することになりました。楽しくわかる授業を、皆でつくっていきましょう。」 

宮田茉耶（みやた まや）さん（保健体育） 
「保健体育を担当します。二中のみんなと一緒に成長していけるよう精一杯頑張ります。」 

文 真悠（むん ちにゅ）さん（通級指導） 
「本年度から通級教室を担当することになりました。新たな生徒や地域の方々との出会いを大切に頑

張ります。」 

チーラ ラオさん（ＡＬＴ） 

「Ｈｅｌｌｏ！ Ｉ ｈｏｐｅ ｗｅ ｃａｎ ｈａｖｅ ｆｕｎ！ 

（こんにちは！ 楽しい時間を一緒に過ごしましょう！）」 
 

２０１９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 新居 真梨子／社会 

 副 甲斐 拓実 ／数学 

２組 植村 美南 ／英語 

 副 池長  賢 ／国語 

３組 端山 桂子 ／家庭 

 副 奥畑  仁 ／理科 

４組 遠藤 隆司 ／保健体育 

 副 奥畑  仁 ／理科 

１組 青屋 智子 ／国語 

 副 辻  拓真 ／数学 

２組 小宅  遊 ／技術 

 副 宮田 茉耶 ／保健体育 

３組 松永 悟郎 ／理科 

 副 小野 邦子 ／英語 

 

１組 蘆田 真司 ／数学 

 副 中村 洋人 ／美術 

２組 北氏 みのり／音楽 

 副 上原 瑛美 ／英語 

３組 三木 直子 ／国語 

 副 越知  勝 ／数学・進路 

４組 有山 悠子 ／理科 

 副 鈴木 孝浩 ／社会 

支援学級担任 中尾 千恵 

支援学級担任 古嶋 延弘 

支援学級担任 松下 寿雄 

人権教育推進 浅田 翔 

介助員  吉川 早苗 

ALT   チーラ・ラオ 

実験助士 南 寿男 

副主査  今村 貴和子 

支援学級担任 菰池 貴之 

栄養教諭 讃岐 真枝 

養護教諭 倉脇 洋子 

通級教室 文  真悠 

社会   川北 悠矢 

介助員  藤村 龍一 

ALT   メグ・ピジョン 

図書館司書 二宮 博行 

支援学級担任  水野 洋子 

生徒指導  辻尾 翔太 

人権教育推進・国語  西川 ひとみ 

介助員   由良 寿里 

ALT    アイゼア・フレンチ 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 松浦 祐加 

校務員   斉藤 孝博 

☆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～ 

☆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。 

 

◆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。 

赤城龍一先生（彩都の丘学園へ）      安東隆博介助員（第五中学校へ） 

小椋奈美香先生（第一中学校へ）      鎌戸寿美先生（ご退職） 

北道啓子先生（任期満了）           

中野淳先生（第三中学校へ）         野間仁美先生（第一中学校へ） 

濵野哲成先生（豊中市立第九中学校へ） 久行慎二先生（箕面市教育委員会へ） 

福岡洋美介助員（第六中学校へ）       

宮本直明先生（吹田市立山田中学校へ） 山田佳宏先生（西寝屋川高校へ） 

山本文子先生（任期満了）          若狹周二先生（第五中学校へ） 

 

 

お世話になった先生方の離任式 

 

キング・アダム・コールトン先生（第三中学校へ） 

松山宜弘先生（第三中学校へ） 


