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いつも心に太陽を！
2020.5.11（月）

クラス発表をしました！
連休も終わり，若葉の美しい季節となりました。本日ようや
く 2，3 年生はクラス発表を行うことが出来ました。分散しての
登校日という形ではありますが，来週からは週に２回程度登校
することになりました。先月，学校に行って，勉強することや，
先生や友だちと過ごしたりすることなど，幸せなことだと私は
書きました。本当にその通りで，新しいクラス・新しい仲間で
スタートできることに感謝して，学校生活を送ってほしいと思
います。また，昨年度末，4 名の先生方が本校を去られました。
お世話になりました。そして今年度，新しく来られた先生方も。
右の表に教職員配置とともに載せていますのでお知らせいたし
ます。どうぞよろしくお願い致します。
数日前，朝ラジオを聞いていますと，高校生の息子をもつあ
るお母さんからのメールが読まれていました。高校生の息子さ
んは，スーパーマーケットでアルバイトをしています。お母さ
んは，新型コロナウイルス感染症を心配して「アルバイト休ん
だら？」と声をかけると，息子さんは「どこの家でも，食料が
買われへんかったら困るやろう。だから休まれへん。」と言って
出かけたそうです。これを聴いていて，私たちの生活のために
働いてくれている方々のことを思い，頭が下がる思いでした。
そして，今の状況の中で，医療に携わる方々もコロナ撲滅に向
けて患者さんのために命がけで頑張っておられます。本当にも
う感謝しかないです。ありがとうございます。
私たちにとって一番大切なものは，もちろん「生命」です。
自分の生命と同じように仲間やその家族，すべての生命を大切
にしていくことが必要です。そのためには，引き続きみんなが
感染予防に気をつけていくことが必要です。これから分散登校
を行うにあたって，私たちが一人ひとり，手洗い・うがいをは
じめとした感染予防に努めるということは，社会全体の「生命」
を守るということにつながっています。
明けない夜はないと信じて頑張りましょう。（織田 容子）

臨時休業中の登校日について

2020 年度

政府の緊急事態宣言延長にともない，学校も 5 月 31 日(日)ま
で臨時休業になりました。また大阪府の通知を受け，5 月 11 日
(月)の週は週 1 回，5 月 18 日(月)からの週は週 2 回，分散登校
日を設けることになりました。なお，田尻町では小中であわせ
て地区別の分散登校とするため，
 月曜日・木曜日…𠮷見地区
 火曜日・金曜日…嘉祥寺・りんくう地区
を中心に学年ごとに人数の調整を行っています。8 時 15 分以
降に登校してください。8 時 30 分始業で，10 時 30 分ごろ下校
となります。時程につきましては，本日配布の「休校中の時間
割（5/18～5/29）」にてご確認ください。
【登校の際は，以下の４点につきましてご注意お願いします】
①登校前に必ず検温（健康観察カード記入し，学校に持参）
②こまめな手洗いの実施
③自宅を出てから帰宅までの間，マスクの着用
④他人との適切な距離（ソーシャルディスタンス）を保つ

当面の主な予定について
現時点で決定している予定について掲載します。
行事
日時
登校日
家庭訪問
授業参観
ＰＴＡ学級委員選出
および総会等

5 月 11 日（月）
5 月 18 日(月)より順次週 2 日
（詳細は本日配布の時間割参照）
中止
中止
６月に延期

1 年生 校外学習

中止

2 年生職場体験学習
3 年生 修学旅行
全国学力･学習状況調査

３学期に延期
２学期に延期(11 月)
中止
３年生は中止

中学生チャレンジテスト

※部活動につきましても，全国大会，近畿大会は 中止が決ま
っています。泉南地区大会は，８月末までは行わない事とな
りました。
※日程は今後の状況によって変更もございます。わかり次第お
伝えさせていただきます。

主任
Ａ組
Ｂ組
Ｃ組

副担任

教職員配置 ※個人情報保護のため割愛します
１年
石谷 俊介
五島 みどり
神原 健輔
前野 華凜
裏橋 慶一
古澤 雅也
加藤 香織

校長
教務主任
こども支援 Co
生徒指導主事
養護教諭
事務
SC
SSW

介助員
介助員
介助員

織田 容子
中口 叔信
横井 武志
秋山 智宏
林 久留実
高野 太樹
太田 歩美
藤田 節子
石谷 直美
板垣 華子
杉原 寿樹

２年
阪口 太
吉友 裕貴
生川 勇人
河中 茉佑
髙木 優太郎
中口 叔信
藤崎 由佳
延生 律子
平野 克典
教頭
支援教育 Co
通級担当
支援学級担任
支援学級担任
支援学級担任
ALT
教育補助員
教育補助員
図書館司書
校務員

３年
草竹 智史
臼井 駿
佃 香苗
北條 哲也
秋山 智宏
籠谷 昌義
中野 哲志
大盛ダイアナ悠生
村澤 啓行
加藤 香織
延生 律子
髙木 優太郎
中野 哲志
ｱﾙｶﾗﾌ･ﾑｽﾀﾌｧ
射手矢 忠
井原 正雄
竹原 菜央
新留 公子

田尻中学校を去られた先生方
※個人情報保護のため割愛します
本年度４名の先生方が本校を去られました。お世話になった先生
方です。今までありがとうございました。
渡瀬 泰清 先生
阪南市へ
中山 奈留美 先生
泉佐野市へ
青木 陽子 先生
岸和田市へ
エイミー マツナガ 先生 ご退職

転入された先生方
※個人情報保護のため割愛します
村澤 啓行 教頭先生 岸和田市より
加藤 香織 先生
（支援教育 Co）
平野 克典 先生
（社会）

せい か

子どもたちに希望を与え続けられる大人として

うら ぎ

こども支援コーディネーター 横井武志

7. 教師の力以上には，子どもは伸びない。
せいめ い

４月に満開を迎えた桜は，３週間以上も我々を楽しませてくれま
した。深刻な状況の中で，悲観的になりがちな私たちの心を，明る
く，そしてあたたかく照らし続け，激しい寒暖の差や風雨の中であ
っても，耐えて咲き続けてくれました。
そして，５月に入りました。
「皐月（さつき）
」とも呼ばれる５月は，
西日本に広く自生するツツジ科「さつきつつじ」から名付けられ，
６月に頃にはきれいな花を咲かせます。また英語で称される「May」
には，
「春」
「青春」
「若い盛り」という意味があるそうです。
「いつ
の間にか５月に替わっている」と感じる人もいるでしょう。しかし，
季節は確実に移り変わっています。外出の制限はありますが，人が
集まらない場所を探して，自宅の周辺の自然の変化に目を向けてみ
ましょう。ときには空を見上げ，花を眺める…。風薫る５月の，新
緑の美しさや力強さ，そして時の移ろいが感じられるのではないで
しょうか。
さて，休校期間に比例して，子どもと過ごす時間も増えました。
そこで，大人として参考になる言葉をご紹介します。昨年の学校通
信５月号でも紹介しましたが，昭和の前半から長野県にて教師とし
て活躍された，毛涯章平（けがいしょうへい）さんによって書かれ
た『道遠し』という本の中に，教師として心得るべき十か条「教師
十戒」というものがあります。保護者の方々は，「教師」を「親」
「大人」に置き換えて読んでみてください。
も っ か

1. 子どもをこばかにするな。教師は無意識のうちに子どもを目下のもの
と見てしまう。
き そく

けん い

あん ど

8. 教師は「晴明」の心を失うな。ときにはほっとする笑いと，安堵の気持

ちっそく

こ か つ

さもないと子供の心が窒息し，枯渇する。
わ

3. 近くに来て，自分を取り巻く子たちの，その輪の外にいる子（近づきた
くても，それができない子）に目を向けてやれ。
しか

あい ご

4. ほめることばも，叱ることばも真の愛語 であれ。愛語は必ず子どもの
心にしみる。
5. 暇を作って子どもと遊んでやれ。そこに，本当の子どもが見えてくる。

田尻町のホームページに小学校と中学校のページができまし
た。
「はなまるメール」とともに，お知らせや連絡などを掲載し
ます。「中学校のページ」の入り方は，以下の通りです。

ぶ あ い そ

田尻町ＨＰ→各課の業務案内→教育委員会→指導課

ちをおこさせる心やりを忘れるな。不機嫌・無愛想は，子どもの心を
く ら

→田尻町立中学校

暗くする。
あやま

9. 子どもに素直にあやまれる教師であれ。 過 ちはこちらにもある。

SC(ｽｸ-ﾙｶｳﾝｾﾗ-)・SSW(ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ)について

がいしょう

10. 外傷は赤チン（消毒液）で治る。教師の与えた心の傷はどうやって
治すつもりか。

※（

）は横井追加

…近日の報道等では，家庭内での虐待や子どもからの悲痛な相談
が増えていると聞きます。忙しい時分には「ゆっくり子どもと過ご
すことが出来たら…」と思っていた人でも，実際にそのような環境
に身を置いてみると，互いの欠点ばかりが目立つ…，そう感じてし
まうこともあるかと思います。しかし一方で，医療や配送等の職業
に限らず，ギリギリの状態で現場を支えている人たちがいる事を忘
れてはなりません。
先が見えないことへの不安，長く続く外出自粛でのストレス…等，
「ある程度は仕方がない」と思える大人であっても，この間の心へ
の負担は相当なものです。だとすれば，子どもは，大人以上の不安
や負担を抱えていると容易に想像されます。大人が子どもと過ごす
時間は，子どもにとって手本となる時間です。言い換えれば，大人
の心がけや言葉しだいで，子どもたちは希望や夢・目標をもって
日々を過ごすことができるのです。

ふさ

2. 規則 や権威 で，子どもを四方から塞 いでしまうな。必ず一方をあけてやれ。

ひま

田尻町ホームページに中学校のページができました

6. 成果を急ぐな。裏切られても，なお信じて待て。

学校や習い事の課題を一緒にやってみましょう。終わった人は，
新しい教科書を開いて，問題集にチャレンジしてみましょう。お家
の中でできるストレッチなどに家族で取り組みましょう。新しい食
事メニューに挑戦し，レパートリーを増やしてみましょう。家の中
を整理・大掃除してみましょう。捨てに行く際は混雑を避けて。今
のうちに，防災グッズをそろえ，いざ災害が発生した時の行動を家
族で話し合っておきましょう。
「時は金なり」
。いつの間にか「過ぎてしまった時間」ではなく，
達成できる目標を立て，日々，１分１秒を「精一杯過ごした時間」
にしたいものです。

本年度も，田尻中学校は SC や SSW といった専門家と連携し
ながら教育活動を進めてまいります。


SC（太田歩美さん）火曜日（10:00～17:00）
勉強や友達の事などで相談をしたい時は，昼休みや給食
の時間など廊下や教室付近でいますので，気軽に声をかけ
てください。保護者の方もお気軽にご相談ください。相談
をご希望の方は，担任または横井まで連絡下さい。



SSW（藤田節子さん）火曜日（時間は相談に応じます）
子育て等に関する相談を受け付け，適切なアドバイスを
もらえたり，より効果的な助言を得るために，専門家や関
係機関につなげる方です。担任または横井までご連絡下さい。

本日配布したお知らせ等

ご確認をお願いします。

本日配布したもの
・健康観察カード（毎回，家庭で記入し，登校時に提出）
・学校便り５月号
・学年便り５月号（学年独自の配布物・回収物もあります）
・休校中の時間割（5/18～5/29）
・保健関係書類…２年生のみ（後日提出）
・チャレンジテスト中止のお知らせ…３年生のみ
・インターネット環境に関するアンケート（生徒に配布し，本日回収しました）
本日回収したもの
・生活記録（2･3 年生は 2 冊，1 年生は 1 冊）
・休業中の課題
・はなまるメール登録アンケート
（本日忘れた場合は，必ず名前を記入して次回提出下さい）

