
 

          笑顔と思いやりあふれる 

信中にしよう！  校長 中塚寿次 

令和３年度がスタートしました。お子さまのご入学、ご進級、誠におめでとうございま

す。教職員一同、心よりお慶び申し上げます。 

本校では、４月６日に入学式を行い、１６５名の新入生を迎え、全校生徒５２８名 

（1年１６５名、2年１９５名、3年１６８名）で、スタートしました。今年度は、40人以

上の学級にならないように、校内の工夫により各学年とも5クラスとしました。 

４月には、１年生の入学や教職員の異動など新しい出会いがたくさんあります。本校の

子どもたちには、このような新しい出会いを大切にして、この一年も素晴らしい成長を遂

げてほしいと思います。私たち教職員も、保護者、地域の方と力を合わせ、子どもたちに

とって本校が素晴らしい成長の場となるように、取り組んでいきたいと思います。 

さて、信太中学校では、教育目標として、次の3点を掲げ、取り組んでいます。 

自 律…自ら考え、学び、判断し、行動する自主性のあるたくましい生徒の育成 

努 力…努力の過程を大切にし、最後までやり抜くねばり強い生徒の育成 

誠 実…自他の人格を尊重し、友情や人間愛によって支え合う優しい生徒集団の育成 

今後も、子どもたち一人ひとりが自尊感情を高め、のびのびと過ごせる教育環境づくり

をめざし、すべての教職員が力を合わせて取り組んでいきたいと思います。 

そして、この学校づくりを支える大きな力となるのが、保護者や地域の皆様のご理解と

ご支援に他なりません。今後とも本校の教育活動へのご理解とご支援のほどよろしくお願

いいたします。 

さて、もう一つ知っておいていただきたい目標があります。それは、「笑顔と思いやり

のあふれる信中にしよう！」です。これは、10年以上前に子どもたちが掲げたスローガン

です。この思いは今も受け継がれています。子どもたちが相手を思いやり、やさしい気持

ちを持つことで、笑顔いっぱいの信太中学校になることを期待するとともに、私たち教職

員も子どもたちの活動を支えていきたいと思います。併せて、ご理解とご支援のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

異動された先生方 
転出及び退職・休業等休業 教科等 転出先等 

堀川 麻予 英語 退職 

木村 早貴 国語 育児休業 

弓削 あずさ 体育 北池田中学校 

宇井 重仁 体育 石尾中学校 

今  一陽 数学 和泉中学校 

今川 久美 栄養士 退職 

宮﨑 妙子 社会 退職 

信田 佳久 用務員 光明台南小学校 

北口 充代 調理員 退職 

九埜 敦子 調理員 退職 

田中 章子 図書館支援司書 退職 

   
転入及び採用、復職 教科等 異動元等 

寺田 歩 数学 育児休業より復職 

木下 佳奈 栄養教諭 育児休業より復職 

直木 優一 理科 槇尾中学校 

乾  容子 社会 南池田中学校 

森  優也 体育・支援 初任者 

豊永 結依 体育 初任者 

藤井 尚美 国語 岸和田市立桜台中学校 

北川 八十四 英語 京都美山高等学校 

淺尾 敏之 国語 泉南市立信達中学校 

服部 多美枝 音楽  

鳥井 博 用務員 槇尾中学校 

橋本 桂子 調理員 信太小学校 

泉池 牧子 調理員 国府小学校 

 

                                 令和３年４月号 

自律…自ら考え、学び、判断し、行動する自主性のあるたくましい生徒の育成 

努力…努力の過程を大切にし、最後までやり抜くねばり強い生徒の育成 

誠実…自他の人格を尊重し、友情や人間愛によって支えあう優しい生徒の育成 

 

しのだ夢学園 

ともに伸びようとする子 

～みとめる、つながる、高め合う～ 



信太中学校ブログ 笑顔と思いやりあふれる信中に！」を公開しています。 

「信太中学校ブログ                「信太中学校 

 笑顔と思いやりあふれる信中に！」           ホームページ」 

日々の子どもたちの様子を           学校だよりをカラー 

ご覧ください。                でご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ブログやホームページには、写真等を活用し子どもたちの様子をご覧いただいておりま

す。個人の特定にはいたらないように配慮はしていますが、不都合等がある場合は学校まで

ご一報ください。 

信太中学校 信太小学校 鶴山台北小学校 鶴山台南小学校

日 曜 ４月行事計画 ４月行事計画 ４月行事計画 ４月行事計画

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火 入学式　SC 入学式準備 入学式準備

7 水 PTA役員会（19:00～） 入学式 入学式 入学式

8 木 始業式・着任式・対面式（教室） 始業式(11:30下校）
始業式・着任式・対面式(45分×3)(11:35～下校)

ICT

始業式、着任式（40分×3限　2～6年下校11：30

1年11:20下校）　家庭訪問お知らせ配付

9 金 45分授業 ３時間授業（11:45下校） 3時間授業(45分×3) 登校指導（高学年）  対面式     40分×3限
2～6年11：30下校　1年11:20下校  　ICT来校

10 土

11 日

12 月 朝読開始　おはよう大作戦　50分授業（午後カット） 給食開始 給食開始(2～6年)　二測定（全学年、体育館） 給食開始（2～6年）、保健関係書類回収〆切
家庭訪問日時希望〆切

13 火 対面式　二測定４～６年 聴力（1,2年） 検尿キット配付

14 水 各種委員会　あいさつ運動（代議員） ゆ⇒月4　検尿１次 検尿１次　PTA引継ぎ会 検尿1次　聴力（3,5年） 検尿1次

15 木 45分授業    検尿１次 検尿１次 検尿1次　視力（1,2年） 検尿1次（2日目）

16 金 内科検診(午後）1年：123組 　   PTA学級委員抽選 二測定１～3年 大研修① 家庭訪問日時配付、１・２年遠足バス代集金袋配付

17 土

18 日

19 月 ゆ⇒生徒会任命式・総会 １年生給食開始 委員会 1年給食開始　委員会　ＳＣ　視力（3,4年） 議会・委員会　SC来校　　ICT来校　二測定1・2年

20 火 内科検診（13:30～）1年：45組 視力検査３年 　6年弥生文化博物館見学 授業参観（2・3限目） 二測定4・6年

21 水 あいさつ運動（図書）　ゆ⇒月５　心臓一次検診（1年＋対象者） 視力検査４年 授業参観（2・3限目）　学校協議員参観 二測定3・5年　児童朝礼（委員長発表）  市人教総会

22 木 内科検診（午後）3年：123組 心臓一次検診 心臓検診（１年生、抽出） 心臓検診1次（1年）

23 金 SC 視力検査２年 視力（5,6年）　ICT

24 土 土曜参観（３つに分散） PTA総会 PTA運営委員会 土曜参観（2・4・6年1時間目、1・3・5年2時間目）

25 日 日曜参観日（午前中：分散参観）　

26 月 代休 春の遠足 家庭訪問・個人懇談会(40分×4)（13：00すぎ下校） 聴力検査(1・2年)

27 火 家庭訪問①（午前中45分授業）　身体測定（1年生） 家庭穂門   短縮4h授業　視力検査６年 家庭訪問・個人懇談会(40分×4)（13：00すぎ下校） 聴力検査(3・5年)

28 水
あいさつ運動（給食）　 内科検診（午前）3年：45組

家庭訪問②　身体測定（2年生）
家庭穂門   短縮4h授業　視力検査５年　SC 家庭訪問・個人懇談会(40分×4)（13：00すぎ下校） 1・2年遠足バス代集金〆切

29 木 昭和の日 祝日　昭和の日 昭和の日

30 金 家庭訪問③　身体測定（3年生） 参観代休 家庭訪問・個人懇談会(40分×4)（13：00すぎ下校） 24日の代休

令和３年度（202１年度）　信太中学校区　行事予定
４月


