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平成２５年度のスタートにあたって
校 長 山田 順久 最終下校時刻 ５：４５

透き通るような青い空、校門には満開の桜の中、４月５日に１６５人の新入生を迎え、入学 （予定は変更されることもありま

式を行いました。お忙しい中、たくさんの保護者や地域の皆様方にご出席をいただき、感謝し す。必ず学級での毎日の連絡を確

ています。心よりお礼を申し上げます。 認して下さい。）

入学式にあたっては、式場の準備や新入生への歓迎のあいさつ、吹奏楽部の演奏等、２年生 ５日(金) 第４４回入学式

３年生の生徒たちが大活躍をしました。かわいらしい新入生の姿や２年生や３年生のひたむき ８日(月) 始業式・赴任式

さに感激するとともに、生徒たちの「がんばろう！」という意気込みを感じることができた入 ９日(火) 離任式・対面式

学式でした。 （午前9:00登校）

入学式では、新入生に二つの話をしました。 １０日(水) 発育測定・給食開始

一つは、「真面目に努力することで、中学校生活の中で自らの成長を感じてほしい。」という 学級写真（２年）

ことです。 夏用制服申込日

生徒たちには、授業、行事、部活動、生徒会や委員会活動など、学校生活において、真面目 １１日(木) 平常授業開始

に一生懸命に努力することで、中学校の３年間で大きく成長してほしいと願っています。 歯科検診

そのために、南中学校では、真面目にコツコツ努力すること、一生懸命はとてもすばらしい、 １２日(金) 部活ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

かっこのいいことだということを生徒に伝えていきたいと思っています。また、学校生活のい １７日(水) 眼科検診・部活なし

ろいろな場面において、結果だけではなく、生徒一人ひとりの地道な努力の過程をしっかりと 学級写真（３年）

見て、励まし、評価していきたいと考えています。 １８日(木) ３年実力テスト

二つ目に、「困ったことがあったら、一人で悩まず誰かに相談をしてほしい。」ということで １９日(金) さやまっ子遠足

す。 新部ミーティング

生徒たちは、思春期の真っただ中にあり、心も日々揺れ動いている時期です。一人で、悩ん ２２日(月)・２３日(火)

だり、途中であきらめたり、投げ出したりしてしまいそうになる時もあるかもしれません。 家庭訪問期間･給食なし

しかし、私たちは一人ではなく多くの人に支えられています。いつも誰かが見守ってくれて ２４日(水) 全国学力テスト(３年)

います。もし、何か困ったことがあっても、相談できるんだということを生徒たちに伝えるこ 部活なし

とで、安心して新しいことに積極的にチャレンジしてほしいと思っています。 ２５日(木)～３０日(火)

新入生には、この二つのことを心にとめながら、充実した中学校生活を送り、３年間で大き 家庭訪問期間･給食なし

く成長してほしいと願っています。

保護者の皆様、地域の皆様方におかれましては、本年度も本校の教育活動にご理解ご協力い

ただきますようお願いいたします。 ５月の主な行事
１日(水) 内科検診３年

初めまして １日(水)・２日(木) 検尿

教 頭 藏 之 前 賢 ２日(木) 授業参観･ＰＴＡ総会

この４月１日付で、狹山中学校から異動してまいりました教頭の藏之前です。狹山中学校に ８日(水) 大阪狭山市教員研修会

は教諭の時代も含めて１２年もおりまして、狭山中以外は知りません。そういう意味では少し １５日(水) スポーツテスト

戸惑いがあるというのも事実です。でも山田校長には狭山中で２年間お仕えして後を追って来 １６日(木) 内科検診２年

たようなものですし、かつて狭山中で一緒に汗を流した先生方もたくさんおられますので、１ １７日(金) ２年宿泊行事

カ月もすればすっかり慣れることでしょう。 保護者説明会

教頭という仕事は４年目になりますが、それまでは数学の先生として、また女子バレーボー ２１日(火) 心臓検診

ル部の顧問として長い間歩んでまいりましたので、ぜひ南中でもしっかり部活に顔を出して、 ２２日(水) 耳鼻科検診

心機一転鍛え直したいと思っています。「郷に入れば郷に従え」の精神で、南中の子どもたち ２３日(木)･２４日(金)

のために全力で頑張るという決意でおりますので何卒よろしくお願いいたします。 第1回定期テスト

３０日(木) 内科検診１年

転任された先生方 赴任された先生方
林 志郎 先生（美加の台中へ） 蔵之前 賢 先生（狭山中より）

中川 浩一 先生（市教育委員会へ） 山科 善規 先生（西小より） カウンセラー ～ 東郷さん

山本 克也 先生（狭山中へ） 玉置 貴明 先生（狭山三中より） ４月の来校日

塩月 秋洋 先生（狭山中へ） 薦田 則子 先生（狭山三中より） ４月１７日(水) 午前･午後

閑社 篤 先生（狭山中へ） 前川純一郎 先生（狭山中より）

水流 由紀 先生（第七小へ） 平井 昭宏 先生（茨木東中より）

八丈 幸央 先生（河内長野市立中へ） 楠 光正 先生（狭山中より）

奥野 雅大 先生（泉大津市立中へ） 原田 実 先生（高辺台小より）

赤木 省吾 先生（千代田小へ） 野田 大介 先生（守口支援学校より）

梅田 瑛子 先生（視覚支援学校へ） 塩田 佳子 先生（河南中より）

脇田 歩美 先生（岸和田市立中へ） 木村喜代志 先生（狭山中より）

上東 健一 先生（退職） 宮崎 大海 先生

中谷 真 先生（退職） 杉本 藤恵 先生

脇田 全啓 先生（退職） 小比賀 豊 先生

永井 港 先生（退職）

☆ 南中ホームページもご覧下さい。 ｈｔｔｐ：／／ｍｉｎａｍｉ－ｊｈ.ｏｓａｋａｓａｙａｍａ．ｅｄ.ｊｐ／



平成２５年度 南中学校職員体制

校 長 山田 順久 教 頭 藏之前 賢

教務主任 奥田修一郎 進路指導担当 松田 明久

生徒指導担当
中本 真司 養護教諭（保健室） 飯田 眞理

(こども支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)

事 務 辻畑 弘則 松永 眞利

１ 年 ２ 年 ３ 年

学年主任 藤井 篤 国語 学年主任 槇野 俊之 社会 学年主任 古川 誠 数学

１組担任 玉置 貴明 数学 １組担任 川口 朋宏 数学 １組担任 阪上 鈴華 英語

２組担任 野田 大介 体育 ２組担任 小谷 一喜 理科 ２組担任 山科 善規 社会

３組担任 塩田 佳子 英語 ３組担任 山本明日香 国語 ３組担任 前川純一郎 体育

４組担任 小畑 佳世 理科 ４組担任 髙見 澄代 体育 ４組担任 河合 伸二 美術

５組担任 鈴木 昌明 英語 ５組担任 本山紗矢香 英語 ５組担任 平井 昭宏 技術

奥田修一郎 社会 船富 聡子 国語 荒谷 幸子 国語

原田 実 音楽 木村喜代志 数学 楠 光正 国語

福島 幸子 体育 小比賀 豊 英語 松田 明久 数学

高橋三佐子 支援 杉本 藤恵 家庭 薦田 則子 理科

宮崎 大海 体育 中南 宏則 社会

塩見 珠実 支援

ひかり学級担任 高橋三佐子 塩見 珠実 通級指導 中南 宏則

ひかり学級担当 東脇 志野（学びの支援員） スクールカウンセラー 東郷 裕香

平成２５年度 部活動顧問
バトミントン部・・・小谷・荒谷・塩見 吹奏楽部・・・・・・中本・山本・原田

硬式テニス部・・・・藤井・楠 男子バレー部・・・・川口・山科

ソフトテニス部・・・本山・高橋 女子バレー部・・・・高見・小畑

陸上部・・・・・・・奥田・阪上・宮崎 卓球部・・・・・・・小比賀・塩田・杉本

サッカー部・・・・・中南・玉置・野田 ソフトボール部・・・鈴木・古川・薦田

女子バスケット部・・槇野・平井 美術部・・・・・・・河合・船富

男子バスケット部・・福島・前川・松田


