
校正用

日々新たに

学 校 教 育 目 標

●自ら学び、自立するための学力を育てる

●互いを尊重し、社会の中で共に生きる力を育てる

●健やかな体と豊かな心を育てる

め ざ す 生 徒 像

●夢や志をもって、自立をめざし、学び続ける生徒

●思いやりをもって、他者と助け合って生きる生徒

●明るさとたくましさをもって、自他を励ます生徒

若葉が目に眩しく映る季節を迎え、いよいよ令和元年度がスタートしました。お子様のご進級・ご入学お

めでとうございます。4 月 10 日に、第 60 回入学式を執り行い、151 名の新入生を迎え入れました。今年度

は、1 年生と 2 年生が 4 学級、3 年生が 5 学級、そして、特別支援学級が 3 学級の合計 16 学級で、全校生徒

は 467 名となりました。

新入生には、入学式で、日新中学校の「校訓」と「めざす生徒像」にある「自主・自立」をめざし、日新中

学校の歴史と伝統を引き継いで、充実した 3年間を送ってくれるように、また、2,3 年生には、始業式で、新

元号について話をし、戦争が起こらなかった「平成」の時代に生まれた皆さんが「平成」から次の「令和」の

時代に平和のバトンをつないでください、とお願いをしました。

今年度、本校は「特別の教科道徳」を本格実施するとともに、令和 3 年の新学習指導要領の実施に向けて

「主体的・対話的で深い学び」をめざす授業改善に取り組みます。また、学力向上に向けては、「自主学習ノ

ート」の取組をスタートさせ家庭学習習慣の定着をはかるとともに、「学習支援員」を放課後学習だけではな

く授業時間にも配置してのきめ細かな学習支援の実施、及び、「そだち指導補助員」を授業に配置しての個に

新年度のスタートにあたって

校訓： 自 主 協 調 明 朗

教職員の異動

◆お世話になりました（転出・退職）
長谷川 久志 （数学：退職）

清水 信行 （理科：大庄中学校へ）

宮本 勝彦 （社会：成良中学校へ）

川口 智枝子 （国語：小田北中学校へ）

天野 久美 （美術：小園小学校へ）

三宅 かおり （特別支援：小田中学校へ）

今西 大輔 （英語：武庫東中学校へ）

前橋 理絵 （国語：成良中学校へ）

篠原 亜衣 （英語：武庫中学校へ）

清水 亜紀子 （英語：芦屋市へ）

平良 聖司 （英語：大成中学校へ）

舩越 啓子 （事務：中央中学校へ）

◆よろしくお願いします（転入・採用）
笹脇 正勝 （社会：小園中学校より）

黒木 彩加 （英語：武庫東中学校より）

見月 辰也 （理科：塚口中学校より）

柴田 奈保子 （美術：洲本市より）

小出 成美 （数学：岡山県より）

大口 恵似子 （英語：小園中学校より）

佐藤 日出夫 （理科：明石市より）

三木 敏嵩 （数学：南武庫之荘中学校より）

山口 菜央美 （国語：大庄中学校より）

川島 大輔 （保体：宝塚市より）
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応じた学習支援を実施します。

その他、昨年度から取り組んでいる 1,2 年生の朝読書や、図書室開館

日・時間の拡大、面展台の設置等、読書活動の活性化に向けた取組を、

より一層充実・発展させていきたいと考えています。

今年度、教職員は 12 名が転出・退職し、新しく 10名が着任しました。

学校組織全体として 43 名の教職員が一丸となって、教育活動を推進し

てまいります。この一年、保護者、地域の皆さまのご支援、ご協力を、

どうぞよろしくお願いいたします。

校長 宮 田 聡
第 60 回入学式



校 長：宮田 聡 教 頭：大久保 陽造 主幹教諭：西 浩司

教務主任：田邉 奈緒美 生徒指導主事：井上 裕基 進路指導主事：友寄 新悟

【１学年】

主任･副担：勅使河原 千恵（数学）

１組：竹川 里香 （保体）

２組：井関 祐介 （英語）

３組：山口 菜央美 （国語）

４組：杉村 和雄 （音楽）

副担：佐藤 日出夫 （理科）

副担：井上 裕基 （社会）

新学習･副担：黒木 彩加 （英語）

【２学年】

主任･１組：髙取 克哉 （数学）

２組：三宅 龍司 （国語）

３組：小畑 志保 （理科）

４組：廣瀬 達也 （保体）

副担：大口 恵似子 （英語）

副担：柴田 奈保子 （美術）

副担：笹脇 正勝 （社会）

副担：見月 辰也 （通級）

【３学年】

主任･３組：西 浩司 （保体）

１組：西田 篤司 （理科）

２組：松本 都希子 （英語）

４組：藤家 健二 （社会）

５組：友寄 新悟 （国語）

副担：白土 隆太郎 （技術）

副担：小出 成美 （数学）

副担：田邉 奈緒美 （家庭）

新学習･副担：三木 敏嵩 （数学）

【特別支援学級】 知的学級：町田 政彦 自･情学級：市川 良英 難聴学級：垣内 綺香

養護教諭：入江 美貴子 学校生活支援教員：見月 辰也 主幹マネジメント：川島 大輔（保体）

外国語指導助手(ALT)：オリジット・バナジー そだち指導補助員：塚本 薫

ｽｸｰﾙ･ｶｳﾝｾﾗｰ：川勝 規子 学習支援員：大門 貞憲， 川口 克美， 岩立 哲治

事務職員：梶浦 孝規 校務員：名川 恵介， 森 猛 学校開放：新川 博， 小田 南海男

3 年生は、4 月 19 日から 2 泊 3 日で沖縄県へ修学旅

行に出かけました。1日目は国際通りで班別自主研修、

2日目は午前中マリン体験を行い、午後から大宜味村で

の民泊体験、3日目はガマと平和記念資料館を見学して

令和元年度 学校組織

4 月 11 日、体育館で対面式を行いました。生徒会長

保科一葉さんが歓迎の言葉を、1 年２組の谷内菜桜さ

んが新入生代表の言葉を述べました。

2,3 年生が校歌を歌って紹介し、その後、吹奏楽部

対 面 式 離 任 式
4 月 10 日、この春、退職、

◎ カウンセリングのご案内 ◎

が歓迎の演奏を行

いました。先生たち

がリフティングや

バスケットのシュ

ートを競うゲーム

もあり、大変盛り上

がりました。

最後に、2,3 年生

から新入生に、鉢植

えのお花がプレゼ

ントされました。

転任された 12名の職員の内、

8 名の先生方にお越しいただ

き、離任式を行いました。

お一人ずつ、お別れの言葉

と励ましの言葉をいただき、

生徒から、お礼の言葉と花束

の贈呈を行いました。

最後は 2,3 年生全員で、花

道を作り、感謝を込めて拍手

でお送りしました。

本年度から、スクール･カウンセラーが川勝規子さ

んに変わります。教育相談日は月曜日で、時間は10時

から16時です。お子様に関する心配事、子育ての悩み

等気軽にご相談ください。(予約は教頭まで）

※ 平成 30 年度の表彰です

●尼崎市中学校バスケットボール大会

第 19 回 1年生大会 男子の部 優勝

女子の部 第３位

●第 36 回尼崎市中学校剣道大会戸田杯剣道大会

2年女子の部 第３位 2-2 吉田 穗乃香

●平成 30 年度尼崎室内選手権水泳競技大会

男子4×100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 第３位 松本大典,永田一仁,柴田剛志,市田和弘

男子 4×100m ﾌﾘｰﾘﾚｰ 第３位 市田和弘,神田修葉,松本大典,前田翔太

女子 4×100m ﾌﾘｰﾘﾚｰ 第３位 石野星奈,森川日萌,髙田奈々花,中村綾羽

男子 100m 平泳ぎ 第３位 永田 一仁

男子 50m 平泳ぎ 第２位 永田 一仁

男子 50m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 第３位 浅利 佳輝

女子 50m 平泳ぎ 第３位 中村 果怜

☆ 頑張る日新中生！☆

の平和学習を実施しま

した。平和の礎の慰霊

碑の前で、川村奈津実

さんが代表で平和宣言

を読み上げ、全員で心

をこめて折った折り鶴

を奉納しました。

生徒たちは、平和の

尊さを学び、大自然の

中で現地の人々と絆を

結び、忘れられない思

い出をたくさん作って

帰ってきました。

3 年生修学旅行 in 沖縄



月 火 水 木 金 土 日
１

＜天皇即位の礼＞

２

＜国民の休日＞

３

＜憲法記念日＞

４

＜みどりの日＞

５

＜こどもの日＞

６

＜振替休日＞

７

本時間割スタート

８

木曜校時

内科検診(1 年 34 組)

９

水曜校時

5 校時まで

１０

生徒会専門委員会

尿検査（再）

１１ １２

１３

生徒朝礼（集）

１４

内科検診(2 年 12 組)

１５ 補充月６

1 年宿泊事前指導

耳鼻科検診(3 年全,2 年 1

組)

１６

1 年宿泊学習（ハチ高原）

2･3 年中間テスト

１７

1 年宿泊学習（ハチ高原）

2･3 年中間テスト

１８ １９

２０ 教育相談 5 校時まで

食育デー

２１ 教育相談 5 校時まで

耳鼻科検診(1 年全,2 年 234 組)

２２ 教育相談5校時まで ２３ 教育相談 5 校時まで

歯科検診(2 年)

２４ 教育相談 5 校時まで

内科検診(2 年 34 組)

２５ (月２３４５,参)

土曜参観（5 校時）

PTA 総会・育成部総会

２６

２７

＜代休日＞

２８

生徒朝礼

２９ 補充火６

歯科検診(３年)

３０

眼科検診(1 年全,2 年 12 組)

３１ 尿検査（再）

3 年市学力調査

1 年中間テスト

英語検定（希望者）

＜6月の主な予定＞ 6/8(土)：体育大会 6/10(月)：代休日 6/12(水)：体育大会予備日

6/20(木)：防災避難訓練 6/24(月)～26(水)：期末テスト 6/28(金)：生徒総会

５月の主な予定


