
新入生２２９人を迎えて

２２９人の新入生の皆さん、入学おめでとうござ

います。本校は創立１１年目を迎えました。日頃の

地域の方々の温かい支え、保護者の皆様のご協力に

感謝申し上げます。今年度もよろしくお願いします。

新入生誓いの言葉（新入生代表 高橋沙耶さん）

あたたかな春のおとずれと共に、私たち２２９人

は、中央中学校の入学式を迎えることができました。

本日はこのような立派な入学式を行っていただき、

ありがとうございます。

中学校は、小学校とはちがい、授業ごとに先生が

替わったり、本格的に英語が始まったりします。ま

た、新しい友達ができるか、学校にはなじめるか、

不安な気持ちもありますが、部活動など新しく始ま

ることが、とても楽しみです。私は吹奏楽部に入り

たいと思っています。それは、ふれあいコンサート

で私は一緒に演奏する機会がありました。そこで演

奏する先輩の姿は、堂々としていてかっこいいなと

思いました。自分もそんな先輩達のようになりたい

と思いました。そして部活をすることによって先輩

に対する礼儀や、学校の前の清掃活動やあいさつな

どの人としての常識をあらためて学べたらと思っ

ています。

今中学入学にあたって思いがふたつあります。ひ

とつ目は、お互いに思いやる心を持ち、みんなで助

け合うこと。ふたつ目は中学生になるので小学生の

時よりも、自分の行動に責任を持つことです。この

ふたつの思いを３年間忘れずに日々努力していき

ます。まだまだ未熟な私達ですが、精一杯頑張りま

すので、これから３年間よろしくお願いします。

イキイキと
学校全体に活気があふれているようです。活発に

発言する生徒が多くいる授業があちらこちらの教

室で行われています。部活動では、新入部員も混ざ

って、元気な声がそれぞれの活動場所から聞こえて

きます。

生徒の皆さんの「やる気」が学校中にみなぎって

いるような気がします。すばらしいスタートを切る

ことができました。

－がむしゃらに頑張る姿は美しい－

人生の中で、中学生時代は、心も頭も体もしっか

りと鍛えることが大切です。先生や友達、家族の支

えを借りながら、自分に対して厳しく接することが

自分自身を大きく成長させることにつながってい

きます。「早寝早起き朝ご飯」などけじめある生活

をし、自分で自分を磨きましょう。

学級担任等「よろしくお願いします」

教職員の異動（敬称略）

「お世話になりました」 「よろしくお願いします」

年 組 担 任 副担任

山口学級 山口 泰二

酒井 邦雄（理科）

大橋 直（数学）

井髙 有美（理科）

片山学級 片山 智子

山本 尚史（数学）

乾 誠司（音楽）

皆倉 陸（理科）

１

１ 夏井 和文（理科） 藤田 江里華（国語）

２ 青木 祥恵（英語） 山本 尚史（数学）

３ 小松 俊介（保体） 酒井 邦雄（理科）

４ 眞喜屋 実之（数学） 新 千鶴子（美術）

５ 林 佐妃子（保体） 新 千鶴子（美術）

６ 吉田 敏（社会） 藤田 江里華（国語）

２

１ 永田 晶子（英語） 乾 誠司（音楽）

２ 清山 かほる（英語） 大橋 直（数学）

３ 畑 和馬（社会） 松本 康久（保体）

４ 原田 尚浩（数学） 桶谷 謙一（国語）

５ 田邉 奈緒美（家庭） 桶谷 謙一（国語）

６ 西村 祐紀（理科） 日下 明美（保体）

７ 松村 典高（国語） 日下 明美（保体）

３

１ 富田 学（数学） 本浦 翔太（数学）

２ 藏 律子（英語） 本浦 翔太（数学）

３ 大西 勝也（社会） 皆倉 陸（理科）

４ 板谷 葉子（英語） 永野 浩隆（社会）

５ 長谷川 浩（国語） 井髙 有美（理科）

６ 松本 拓也（技術） 小林 誠一郎（保体）

７ 福井 厚仁（数学） 吉田 由貴（音楽）

養護教諭 平野 奈美 初任指導 北 洋子

校 長 西野 信幸 教 頭 加藤 英仁

事 務 宇髙 朋子 鮫島 友里

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

Ｓ Ｃ 川勝 規子 主幹マネ 大西 悦子

進路補助 山田 智大

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

太田 善久 小田北中学校 加藤 英仁 小田北中学校

大堀 法之 武庫東中学校 富田 学 園田東中学校

境 裕輔 立花中学校 原田 尚浩 南武庫之荘中学校

齋藤 義巳 成良中学校 井髙 有美 着任

永井 陽介 常陽中学校 永野 浩隆 新採用

古澤 太啓 宮城県立小松島特別支援学校 小松 俊介 新採用

高田 美智子 大阪市立東淀川特別支援学校 林 佐妃子 園田東中学校

伊藤 ゆかり 西宮市立西宮浜中学校 桶谷 謙一 武庫東中学校

藤井 美紀子 三田松聖高校 清山 かほる 新採用

勇元 和也 塚口中学校 大西 悦子 小田南中学校

岸本 翔太 退職 藤田 江里華 常陽中学校

塩見 真理 退職 鮫島 友里 園田中学校

生活三原則

時を守り

場を清め

礼を正す
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