
深井中央中だより  令和２年６月号 

◎明るいあいさつと笑顔あふれる  『元気な学校』 

◎授業中、落ち着いた雰囲気の   『静かな学校』

◎掃除が行き届き、花いっぱいの  『きれいな学校』

◎生徒が安心して過ごせる 『安全な学校』

「前へ」       校長  至 孝也

梅雨入りを前に、空の色や吹く風に初夏の訪れさえ感じる日が増えてきました。 

コロナ禍でも季節は着実に進み、気づけば今年も半分が過ぎようとしています。

当初、ゴールデンウイークまでとされていた緊急事態宣言が 5月末まで延長され、自粛を

強いられる生活が長引き、みなさんの“コロナ疲れ”も相当なものだったと思います。我々教

職員も、例年とは違った形での家庭訪問や校内の消毒作業など・・・コロナ禍の下、生徒の

みなさんのために、手探りで模索を重ねる日々でした。 

 その結果、分散登校日に生徒たちのいい笑顔を見ることができた喜びは、格別でした。生

徒がいてこその学校であることを強く感じ、私も嬉しくなりました。 

 6 月以降、段階的に学校が再開されますが、緊急事態宣言が解除されたからといって、新

型コロナウイルスから解放されたわけでは決してありません。徐々に元の生活を取り戻すた

めに、これからもみんなで努力をし続ける必要があります。 

近頃、昔流行した疫病を取り上げた歴史本の売り上げが好調だそうです。「新型コロナウイ

ルス感染症の先が読めないので、過去に流行した伝染病に関する本を読み、新型コロナウイ

ルス感染症の先を読みたい」と考える人が増えていることが、その理由のようです。

今後、状況によっては、緊急事態宣言の再発出も有り得ます。この先どうなるのか・・・

推測は出来ても、正しい答えは誰にもわかりません。しかし、「注意すべき点は守りながら、

前を向いてひたすら頑張るしかない」これだけは間違いありません。 

 今こそ、みんなで思いやりの心『情』を持ち、みんなで協力して助け合い、みんなで一緒

に「前」に進みましょう。 

３年生 修学旅行について 

 ３年生の修学旅行については、以前のＨＰで、６月実施予定を延期し、２学期での実施に

向けて検討をしている旨、お知らせしました。日程・方面・宿泊施設や費用など旅行業者と

調整した結果、９月１８日（金）～２０日（日）に沖縄方面への修学旅行を実施します。費

用に関しては新たな負担のないように計画しています。細かな行程に関しては２学期に修学

旅行保護者説明会を設け、そちらでご説明します。 

 例年であれば、２学期が始まってすぐに総体があり、実力テスト・体育大会もあって、こ

の時期での宿泊行事の設定は難しいのですが、今年度に限り、夏休みが早く始まり、総体が

中止となっています。２学期後半での修学旅行よりは、進路のことを踏まえて早めの日程で

と考え、上記のように決定させていただきました。ご了承のほど、よろしくお願いします。 



規則正しい生活習慣の定着と学力「これであなたも学力アップ」 

 子どもたちが基本的な生活習慣を身につけることができるよう、堺市が推進している

「家での７つの約束」（７のつく日は７つのやくそくデー）のリーフレットをお配りしてい

ます。規則正しい生活習慣の定着については、全国学力学習状況調査の生徒アンケート分

析結果において、学力との相関関係が示されています。本校では、生徒全員の規則正しい

生活習慣・学習習慣の定着に向け、一昨年度から「これであなたも学力アップ（１６の心

得）」と題して掲示物を作成し、校舎内各階の生徒が見やすい箇所に掲出する等、周知・啓

発活動を行っています。今後も、各教科指導時をはじめ、機会あるごとに、生徒に対して

働きかける等、啓発に向けた取組を進め、生徒が理解し意識を高めて、自ら規則正しい生

活習慣等の定着に取り組んでくれるよう努めてまいります。 

ご家庭におかれましても、保護者の皆様方から、基本的生活習慣の定着とともに下記の内 

容について、ご指導いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

「これであなたも学力アップ」１６の心得 

１．早寝！早起き！朝ごはん！               ９．思いやり・助け合いで心が通う 

２．読書で語彙力・思考力・集中力アップ！  10．積極的に人の役に立とう！ 

３．テレビ・スマホは時間制限が大切     11．睡眠は記憶力・思考力・意欲を高める 

４．身の回りの整理整頓は頭の整理整頓になる 12. 毎日決まった時間に学習！ 

５．人の話を聞く力は心を豊かにする     13. 授業はいつも集中モードで！ 

６．丁寧な言葉は心と視野を広げる      14. 授業の準備は学習効果を高める 

７．自分でできることは自分で！       15. 期限付きの目標を決める！ 

８．あいさつを続けると自身が高まる     16. 言われたことはすぐやる！ 

  ★ ６月のメインテーマは「５．人の話を聞く力は心を豊かにする」です。 

     「人の話を聞く力」というのは、単に音声として聞くことではなく、言葉に集中し、 

     その意味を理解したり伝えたいことを読み取ったりする力のことをいいます。 

   「聞く力」がつくことは、学力アップに繋がるといえます。 

 

 また、本校の学力向上の取組として、数年前から２年生の数学科、３年生の英語科にお 

いて、ＴＴ、少人数授業・習熟度別授業を行っており、今年度も同様に取り組みます。 

 ２教室に分かれての単純分割少人数授業や、テスト結果などを参考に習熟度別授業に取り

組んでいきます。また、１年生数学科において、各クラス週１時間だけですがＴＴ授業を行

います。 



人事異動のお知らせ 

 今春の人事異動で、退職・転出、及び、転入・新着任がありましたのでお知らせします。 

＜退職・転出＞  

小林 真（社会）→ 殿馬場中学校夜間学級へ ・ 森岡 崇（数学）→ 陵南中へ  

古根川 浩之（理科）→ 大阪市立北稜中へ  ・ 木村 直嗣（美術）→ 登美丘中へ 

町田 智彦（保健体育）→ 庭代台中へ    ・ 藤川 裕美（英語）→ 若松台中へ 

浅川 保（介助員）→ 任期満了      ・ 辻川 香織（学校司書）→ 任期満了 

＜新任・転入＞ 

金地 錬磨（数学） 新規採用      ・ 三浦 元（美術）← 福泉中より 

山田 千愛（保健体育） 新規採用    ・ 馬渡 明子（英語） 新規採用 

髙 博子（介助員）←八田荘西小学校より ・ 角田 貴子（学校司書） 新規採用 

 

 

今年度の学校組織について紹介します。 

 

 〇校長  至 孝也   〇教頭  宮崎 宣之   〇教務主任  中尾 和裕 

 〇生徒指導主事   光   〇進路指導主事  三浦 元 

 〇保健主事  日髙 大騎   〇特別支援コーディネーター  石水 美代子 

 〇たんぽぽ学級担任  音田 彩 ・ 石水 美代子 ・ 徳留 比呂衣 

 〇地域協働担当  谷村 亮   〇初任者指導  上村 幸男 

 〇養護教諭  三池 友里奈 ・ 野上 綾香   〇事務  墨 雅人 

 〇技術職員  髙永 幸一 ・ 中井 康之   〇介助員  髙 博子 

 〇学校司書  角田 貴子   〇スクールカウンセラー  長尾 あゆみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の１年生部活動の入部申し込みについて 
 

 ６月１５日からの平常授業開始に伴い、２・３年生の部活動も１５日から再開します。 

 １年生はスタートアップ期間に入部届を配布します。決めている人は随時提出してください。

１年生も１５日から活動可としますが、当面は早めの下校とします。また、入部するクラブに悩

んでいる人は、見学・体験入部期間も設定しますので、そののち入部届を提出してください。 

 １年生 ２年生 ３年生 

学年主任 畑  裕哉 （国語） 楠  寿和 （技術） 平原 篤  （社会） 

学年副主任 佐藤 容子 （英語） 村上 智美 （英語） 西尾 浩明 （社会） 

１組担任 谷村 亮  （国語） 根田 智之 （保体） 野村 健太 （数学） 

２組担任 外山 郁咲 （家庭） 岡本 雅弘 （理科） 宇都宮 真央（数学） 

３組担任 原衛 瑠  （理科） 山本 晃平 （音楽） 山田 千愛 （保体） 

４組担任 日髙 大騎 （保体） 南山 侑亮 （社会） 西尾 浩明 （社会） 

学年所属 金地 錬磨 （数学） 西本 裕美子（国語） 渡辺 圭太 （国語） 

学年所属 馬渡 明子 （英語） 鳥居 ちひろ（数学） 中尾 和裕 （理科） 

学年所属   三浦 元  （美術） 

学年所属   滝野 淳子 （英語） 



6月
1
月
スタートアップ期間（～１２日）
（午前）Ａグループ　　（午後）Ｂグループ

16 火

2 火 （午前）Ｂグループ　　（午後）Ａグループ 17 水

3 水 （午前）Ａグループ　　（午後）Ｂグループ 18 木

4 木 （午前）Ｂグループ　　（午後）Ａグループ 19 金

5 金 （午前）Ａグループ　　（午後）Ｂグループ 20 土

6 土 21 日

7 日 22 月

8 月 （午前）Ｂグループ　　（午後）Ａグループ 23 火

9 火 （午前）Ａグループ　　（午後）Ｂグループ 24 水

10 水 （午前）Ｂグループ　　（午後）Ａグループ 25 木

11 木 （午前）Ａグループ　　（午後）Ｂグループ 26 金

12 金 （午前）Ｂグループ　　（午後）Ａグループ 27 土

13 土 28 日

14 日 29 月

15 月
着任式・始業式・学年集会　学校安全の日
昼食開始　　部活動開始　　物品販売あり

30 火

　　　　　※Ａグループ：出席番号前半
　　　　　※Ｂグループ：出席番号後半 オープンスクール（～7/6）

家庭訪問期間（７月末までの放課後に随時）

大阪信金振替日

　６月１５日から通常授業開始の予定となっています。例年は年度当初に授業参観・ＰＴＡ総会・ＰＴＡ実行
委員会・家庭訪問などの予定がありましたが、今年度は中止や形を変えて行います。

　※ＰＴＡ総会については、総会資料を配布し、ご意見を求め承認をいただくような書面決議の形とさせ
　　ていただきます。
　※各クラスＰＴＡ学級委員さんの選出については、希望調査をもとに担任から連絡を取らせていただ
　　いて今月中に決めさせていただきます。
　※ＰＴＡ実行委員会は、総会での承認及びＰＴＡ学級委員が決まってからとなりますので、７月に第１回
　　目を開催する予定となります。開催日時は調整のうえ追ってお知らせします。

令和２年　６月の主な学校行事・PTA行事
曜 内　　　　　容日 曜 日内　　　　　容

春の授業参観は行いません。
オープンスクールとして授業を
参観していただける期間を長め
に設定します。その期間にお越
しいただきご参観ください。

家庭訪問については、集中した家
庭訪問期間という設定は行わず、
担任が各ご家庭に連絡して放課後
にご都合のつく時間で伺います。会
議もあり部活動も開始しているため、
毎日伺うわけではありませんので、
７月末までの長い期間で順次訪問
させていただきます。

第１回目は全学年ともまとめて２回分
の引き落としとさせていただきます。
予備日がありませんので、２６日まで
にご入金をよろしくお願いします。




