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ご入学・ご進級おめでとうございます
桜舞う６日(金)、平成 年度の入学式を行いました。今年で 回目となる記念す30 50

べき入学式です。少し緊張気味ではありましたが、夢と希望に瞳を輝かせた 名の200
新入生が山直中学校での生活のスタートを切りました。９日(月)の始業式では、進級
した新３年生、新２年生からも新学年に対する意欲と決意を強く感じとることができ
ました。皆さん新しいクラスでよい をしてください。出会い
私たち教職員一同、学校教育目標の「社会に貢献する人間の育成」のため、一人ひ

とりの生徒の願いや思いを大切に受け止め、心ひとつにして頑張っていきたいと考え
ています。どうか本年度も本校の教育活動に対し、一層のご理解とご協力をお願い申
し上げます。

平成30年度教職員紹介
校 長 … 藤田 弘 教 頭 … 松下 孝徳

○１年関係職員 学年主任 中村 幸美（数学）(１ ４組副担任),
１組担任 西村 康生 (国語) ２組担任 竹内 真菜 （英語）
３組担任 中野 義幸 (国語) ４組担任 寺田 怜史 （理科）
５組担任 儀間 京香 （美術）
２組副担任 奥村 ひかり (保体） ３組副担任 程 士平 （理科）
５組副担任 松田 恵美 （社会） そよかぜ担任 荒木 政彦（保体）
そよかぜ担任 照屋 朝律 （社会） 非常勤講師 樋口 充子 (国語)

○２年関係職員 学年主任 水口 修（数学）(４組副担任)
１組担任 向井 彩也香 （音楽） ２組担任 金井 康孝 （英語）
３組担任 井上 卓哉 （数学） ４組担任 與座 麻美 （国語）
５組担任 由肥 貴則 （保体）
１組副担任 有田 晃輔 （英語） ２組副担任 出水 智博（理科）
３組副担任 藤田 令子 (家庭) ５組副担任 西俣 あおい (社会）
そよかぜ担任 小笠原 恒平 （理科） 雪本 浩恵（英語）

○３年関係職員 学年主任 栗本 寛之（理科）
１組担任 福井 淳平 （保体） ２組担任 大圃 聡恭 （社会）
３組担任 中井 美穂 (国語) ４組担任 上田 源紀 （技術）
５組担任 和泉 崇 （数学）
１組副担任 長谷川 友香 （英語） 組副担任 桶谷 佳奈子 （国語)2,5
３組副担任 小松 美友 （数学） ４組副担任 柿花 咲紀 （保体）
そよかぜ担任 池内 宏昌 （数学） 奥永 亜矢 （音楽）
非常勤講師 田村 浩子 (美術) そよかぜ学級支援員 落水 伸一

○学校全般に関わって 辻野 光憲（生徒指導主担）
中津 良介（子ども支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）
西 美穂子 (養護教諭)

学校事務 橋本 美和子、佐倉 富美子
校 務 員 藤本 知美
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ( ) 大羽 尚美 (毎週水曜日に来てくれます)SC
ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ( ) 大松 美輪(火曜日に来てくれます)SSW
学校図書館ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 松下 栄子 (毎週火曜日に来てくれます)

異動教職員紹介
転出職員

田中 裕雄 教頭 岸和田市立春木小学校 校長に
関口 さおり (英語) 岸和田市教育委員会に
速水 大志 （社会） 岸和田市立久米田中学校に
赤松 和希 （英語） 岸和田市立光陽中学校に
村田 瑞穂 （英語) 岸和田市立土生中学校に
前川 裕亮 （保体) 岸和田市立土生中学校に
村瀬 玲 (音楽) 泉南市立泉南中学校に
車谷 哲士 （保体) 大阪府警察本部
樋口 成 (理科) 退職
中野 玲子 （数学） 退職
辻村 隆浩 (英語) 退職
永通 拓也 （保体） 退職
松本 祐典 (英語) 退職
福原 末美 （ ） 岸和田市立土生中学校にSC

転入職員
松下 孝徳 教頭 岸和田市立山滝中学校より
中津 良介 （保体） 岸和田市立北中学校より
西村 康生 （国語） 岸和田市立土生中学校より
小笠原 恒平 （理科） 岸和田市立岸城中学校より
長谷川 友香 （英語） 岸和田市立光陽中学校より
松田 恵美 (社会） 岸和田市立春木中学校より
由肥 貴則 （保体） 岸和田市立土生中学校より
柿花 咲紀 (保体) 岸和田市立産業高校より
田村 浩子 (美術） 和泉市立北池田中学校より
程 士平 (理科) 新規採用
奥永 亜矢 (音楽） 新規採用
竹内 真菜 (英語） 新規採用
金井 康孝 (英語） 新規採用
奥村 ひかり (保体） 新規採用
佐倉 富美子 (主事） 泉佐野市立第三中学校より
落水 伸一 (支援員) 新規採用
大羽 尚美 （ ） 岸和田市立土生中学校よりSC

※ＡＬＴとして キムさんが９月まで勤務します。

スクールカウンセラーについて
。 、岸和田市内の１１中学校全校に１名配置されています 本年度から大羽尚美先生が

水曜日に勤務します。１年生の保護者の皆様にとってスクールカウンセラーとの対応
は初めてですが、お悩みがある場合は遠慮なく相談するようにしてください。２ ３,
年生の保護者の皆様も引き続きよろしくお願いします。窓口は中津良介が務めます。

学校図書館ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰについて
本年度も松下栄子さんが来てくれています。他の中学校と兼務しているので、毎週

火曜日だけの勤務になります。図書室の開放、本の整理や管理のお仕事を主にしてい
ただきます。
※１学期中ですが、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟという大阪体育大学の授業に協力しています。
今年は、楠 壮太郎さんと西潟 明日香さんが毎週水曜日に来てくれます。


