
新入生２５６人を迎えて
尼崎市立中央中学校は、４月９日（水）第１０回入

学式を行い、新入生２５６人を迎えました。今年も新

鮮な気持ちでスタートです。今年は１０年目という大

きな節目の年となります。１１月１日（土）には記念

式典を行う計画をしているところです。今までの伝統

を引き継ぎ、より一層素晴らしい学校になるよう頑張

りましょう。

新しい学級になりました。生徒の皆さん一人一人が

「この学級を良い学級にしよう。」とそれぞれの立場

で努力することによって良い学級を作ることができま

す。いじめのない誰もが安心して勉強できる学級は、

一人一人が、お互いを思いやる気持ちによって少しず

つできあがっていくのです。

新入生誓いの言葉（新入生代表 岡原瑞姫さん）

私たちは、小学校を卒業し、今日この中央中学校の

新１年生として入学しました。中学校の校舎やグラン

ドを見て、小学生の気分も一新し、いよいよ中学生だ

なという実感がわいてきました。

今、私達は、入学の喜びと、中学校生活への不安が

入りまじった複雑な気持ちです。学習の面では、教え

ていただく先生が教科ごとにかわりますし、新しい教

科も増えます。「難しくなる勉強についていけるだろ

うか。」「先生は厳しいのだろうか。」と、不安に思

うこともありますが、一生懸命がんばります。

一方、新しい友達に出会えることや、部活動で皆さ

んとともに活動できること、自分がやってみたいと思

う仕事が経験できるトライやる・ウィーク、他には、

文化祭や修学旅行など楽しみにしていることもたくさ

んあります。何ごとにも積極的にチャレンジし、悔い

の残らない３年間を過ごしたいです。

私達は、中央中学校の生徒としての自覚を持って、

勉強や部活動に頑張っていこうと思います。また、お

互いを思いやる心を持ち、みんなで助け合って、何ご

とも最後まで一生懸命やりぬいていきます。先生方や

先輩の皆さんから学んだことはしっかりと守り、１日

も早く新しい中学校生活になれるようにがんばります。

最後になりましたが、校長先生、先生方、先輩の皆

さん、今日は私達新入生のために、盛大な入学式で迎

えていただき、ありがとうございました。まだ、何も

できない私達ですが、精一杯がんばりますので、これ

から３年間よろしくお願いします。

学級担任等

先生等の異動

年 組 担任 副担任

山口学級 山口 泰二

松本 康久（保体）

岸本 翔太（国語）
眞喜屋 実之（数学）

片山学級 片山 智子

山本 尚史（数学）
岸本 翔太（国語）
日下 明美（保体）

１

１ 永田 晶子（英語） 乾 誠司（音楽）

２ 北 洋子（国語） 乾 誠司（音楽）

３ 畑 和馬（社会） 松本 康久（保体）

４ 大橋 直（数学） 高田 美智子（保体）

５ 田邉 奈緒美（家庭） 西村 祐紀（理科）

６ 菅 悠（国語） 山本 尚史（数学）

７ 永井 陽介（社会） 高田 美智子（保体）

２

１ 小林 誠一郎（保体） 岸本 翔太（国語）

２ 藏 律子（英語） 本浦 翔太（数学）

３ 福井 厚仁（数学） 吉田 由貴（音楽）

４ 板谷 葉子（英語） 本浦 翔太（数学）

５ 松本 拓也（技術） 吉田 由貴（音楽）

６ 大西 勝也（社会） 皆倉 陸（理科）

７ 長谷川 浩（国語） 皆倉 陸（理科）

３

１ 夏井 和文（理科） 日下 明美（保体）

２ 吉田 敏（社会） 酒井 邦雄（理科）

３ 青木 祥恵（英語） 眞喜屋 実之（数学）

４ 大堀 法之（数学） 新 千鶴子（美術）

５ 松村 典高（国語） 古澤 太啓（保体）

６ 境 裕輔（数学） 藤井 美紀子（英語）

養護教諭 平野 奈美 初任指導 村田 俊彦

校 長 西野 信幸 教 頭 太田 善久

事 務 宇髙 朋子 塩見 真理

校 務 員 塩谷 英知 三上 裕人 原 俊昭

クリエイト 山口 景子 ＡＬＴ ワン・チンシー

心の教育支援員 水川 邦子 Ｓ Ｃ 川勝 規子

言語力向上指導員 東川 真奈美

去られた方々 来られた方々

教職員名 転出先等 教職員名 前任校等

小島 洋伸 先生 立花中 大橋 直 先生 立花中

福村 真由美先生 退職 眞喜屋 実之先生 新任

山下 太一 先生 豊岡市立豊岡南中 本浦 翔太先生 若草中

東江 潤 先生 市教委 西村 祐紀先生 新任

高月 正清 先生 高槻市立高槻二中 村田 俊彦先生 琴城分校

森本 由佳里先生 小園中 乾 誠司先生 新任

桐山 佐和子先生 常陽中 松本 拓也先生 新任

池内 峰子 先生 塚口中 永田 晶子先生 武庫中

岡本 須惠子先生 小園中 藤井 美紀子先生 大成中

吉田 伊佐男さん 小田北中 平野 奈美先生 常陽中

米谷 砂夫 さん 退職 高田 美智子先生 阪神昆陽高校

樫本 道夫 さん 園田小 岸本 翔太先生 新任

宇高 朋子さん 小田北中

三上 裕人さん 啓明中

原 俊昭さん 立花西小

生活三原則

時を守り

場を清め
礼を正す
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