
新入生１８６人を迎えて

１８６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１２年目を迎えました。これま

で、皆さんの先輩達が築き上げてきた中央中学校の

良き伝統を受け継ぎ、２・３年生とともにさらに素

晴らしい学校にしてくれることを期待しています。

また、この中央中学校は、地域の方々の温かい支え、

保護者の皆様のご協力等多くの人々の力によって

成り立っていることも知っておいてください。

２・３年生の皆さんも進級おめでとうございます。

新たな気持ちでスタートを切ってくれました。勉強

や部活動などに力を注ぎ、充実した１年になること

を期待しています。

新入生誓いの言葉（新入生代表 和田 愛菜さん）

登下校で
難波の梅小学校の新校舎が完成し、元北難波小学

校跡地に難波の梅小学校が移転してきました。中央

中学校と難波の梅小学校との間の信号では、４月か

ら毎朝、中学生・小学生・一般の方 （々歩行者の方・

自転車の方）で多数の人の行き来があります。お互

いの譲り合いの気持ちがあれば気持ちよく通行で

きますね。そして時間にゆとりをもって登校するよ

うにしましょう。

また、歩道一杯に広がって登下校する様子をとき

どき見かけます。道路は自分たち専用の道ではあり

ません。一般の方々に迷惑がかからないような行動

をお願いします。

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 福井 厚仁（数学）

片山学級 片山 智子
新 千鶴子（美術）

本浦 翔太（数学）

北 学級 北 洋子

板谷 葉子（英語）

山本 尚史（数学）

井髙 有美（理科）

１

１ 小林 誠一郎（保体） 福井 厚仁（数学）

２ 永野 浩隆（社会） 板谷 葉子（英語）

３ 松本 拓也（技術） 前川 祐子（理科）

４ 清山 かほる（英語） 長谷川 浩（国語）

５ 大西 勝也（社会） 前川 祐子（理科）

２

１ 夏井 和文（理科） 藤田 江里華（国語）

２ 青木 祥恵（英語） 富田 学（数学）

３ 小松 俊介（保体） 新 千鶴子（美術）

４ 眞喜屋 実之（数学） 藤田 江里華（国語）

５ 林 佐妃子（保体） 富田 学（数学）

６ 吉田 敏（社会） 山本 尚史（数学）

３

１ 永田 晶子（英語） 本浦 翔太（数学）

２ 原田 尚浩（数学） 井髙 有美（理科）

３ 濵 良樹（国語） 田邉 奈緒美（家庭）

４ 藏 律子（英語） 大橋 直（数学）

５ 畑 和馬（社会） 高橋 順子（音楽）

６ 西村 祐紀（理科） 田邉 奈緒美（家庭）

７ 松村 典高（国語） 松本 康久（保体）

養護教諭 篗田 瑞希 主幹マネ 津田 寿梨

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 白井 重晴 稲江 清一郎

Ｓ Ｃ 山田 叔子 Ａ Ｌ Ｔ ワン・チンシー

進路補助 安藤 みどり

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

吉田 由貴 大庄北中学校 高橋 順子 小田南中学校

酒井 邦雄 退職 前川 祐子 大成中学校

桶谷 謙一 小田中学校 濵 良樹 大庄中学校

日下 明美 西宮市立西宮養護学校 津田 寿梨 大阪市立鯰江中学校

乾 誠司 杭瀬小学校

皆倉 陸 園田中学校

大西 悦子 小園中学校

川勝 規子 南武庫之荘中学校 山田 叔子 南武庫之荘中学校

三上 裕人 退職 白井 重晴 市役所

原 俊昭 退職 稲江 清一郎 西小学校

山口 景子 園田中学校

山田 智大 県立阪神特別支援学校 安藤 みどり 伊丹市

学校生活の基本

時を守り

場を清め

礼を正す
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桜も咲きほこる、春らんまんの今日、私たち、
新入生１８６名は、真新しい制服にうでを通
し、大きな希望を胸に、この中央中学校の門を
くぐりました。

これから、いよいよ、中学校生活が始まりま
す。今までとはちがう生活になること、勉強やク
ラブ活動、新しい友達関係、全ての変化に臆
することなく、一生懸命がんばりたいと思いま
す。

小学生の時には手をかしてくれていた両親
からも少しはなれ、自立を目指し、進んでいきた
いと思っています。

しかし、時には悩み、立ち止まってしまうことも
あるでしょう。そんな時には両親だけではなく、
先ぱいや先生方に助けていただきながら、成長
していきたいと思っています。

そして、今日出会えた仲間達とも互いに支
え合い、何ごとにも全力で取り組むことを誓い、
入学の言葉といたします。


