
４月２日付で橋立前校長の後を受け、名和小学校から大成中校長として着任いたしました清と申します。教

職員とともに地域に愛され、信頼される学校づくりを目指したいと考えています。どうぞ宜しくお願いいたします。

三寒四温とはよく言ったもので、寒い日と暖かい日が数日の周期で訪れているように思います。それが幸いし

ているのか、桜の花が満開のもと入学式ができました。

今年度の学校教育目標は、『自他尊重の心、自分に負けない心、誠実な心、豊かな創造性を持つ生徒の

育成』であります。めざす学校像は、「生徒たちの自己学習力、自己解決力の育成」「教職員一丸となったより

一層の子ども理解」「地域とのよりよい連携」であります。

昔からよく『子どもは地域で育てられる』と言われています。地域には、厳しい人生を生き抜いてこられた先輩が

多くおられます。また、考え方や生き方の異なる同世代の大人もたくさんおられます。『地域で育てられるということ

は、そんな大人から多くのことを学ぶということです。時には叱られ、時には誉められ、また時には地域の行事や活

動に参加する中で、体験を通して人として大切なことや伝統・文化を受け継いでいきます。

人生には、嬉しいことや楽しいこともありますが、悲しいことの方が遙かに多いです。そんな時、身近に悲しみや

喜びを分かち合ってくれる人がいたら、どんなに心強いことでしょう。また良いこと悪いことす

べて、大人は子どもの手本です。教科書です。そして、もっとも身近にいる人生の教師が

『親』です。まず、大人である親が、しっかりと地域に根を下ろすことから始めたいものです。

家族が地域の人になる、わが子が地域の子どもになるということです。地域の大人の目の

中で、学校や家庭では教えられない大切な“何か”を手にし、子どもたちは大きく育っていく

のではないかと考えています。

学校と家庭、地域のよりよい連携のもと、保護者の皆様や地域の方々にご理解とご支

援をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 （清 昌司）

－始業式の話（４月９日）より－

……３年生の皆さん、いよいよ最高学年としての大成中の代表になりました。それと同時に義務教育の

最後の年でもあります。つまり、その先の進路を自己決定していくとても大事な年になります。自分の進みた

い進路を実現するためにも志を高く持ち、授業を始め、部活動や生徒会活動の中心として精一杯に活躍し

てほしいと思います。努力は決してその人を裏切りません。

２年生の皆さんは３年生と１年生の間です。サンドイッチに例えるとパンとパンの間の中身になります。その

サンドイッチが美味しいかどうかは全てその中身の善し悪しにかかっています。つまり、どんな美味しい味を出

すかは２年生の皆さんにかかっています。３年生の先輩達を支えるとともに、１年生の後輩達をいろいろな面

でよい方向へ導いてやってほしいと思います。先生達も一生懸命に君たちのために取り組みたいと決意を新

たにしています。そしてより以上に地域に愛される、信頼される大成中にしていきたいと思います。

目の前のこと、足下のことをしっかりと確実にやり抜いていきましょう。
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－入学式の式辞（４月１１日）より－

……２０６名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんの入学を心から歓迎いたします。皆さ

んはこの３月で名和小学校、上坂部小学校、潮小学校のそれぞれの小学校６年間の義務教育を修了さ

れ、本日より大成中学校の生徒として仲間入りをされました。先生も皆さんと同じく３月まで小学校に勤め、

この度大成中学校へ進級してきました。皆さんと同じように羽ばたいてきました。今皆さんの心の中はおそら

く、喜びと期待の気持ちで一杯のことと思います。この大成中ではたくさんの先生方や職員の皆さんが、相談

に乗ったり、勉強を教えてくれます。また、先輩である２年生、３年生のお兄さんやお姉さん達がいろいろな場

面で導いてくれます。そして何よりも皆さんを応援しているお家の方々が見守っています。今こうして皆さんの

顔を見ていますと、とても生き生きと輝いて見えます。「いよいよ中学生、頑張るぞ。」という意気込みが表情

に出ています。一日も早く中学校生活に慣れて、学習や部活動に打ち込めるようになりましょう。

入学に際し先生より皆さんに３つのお願いがあります。

一つ目は「当たり前のことが当たり前にできる生徒」になってください。「朝は自分から起きる」「誰にも大きな

声で挨拶ができる」「人の話をしっかり聞くことができる」「自分を振り返り反省することができる」どれも当たり

前のことばかりですが、中々出来ない時もあります。でも人として当たり前のことが当たり前に出来る人間にな

ってください。

二つ目は「他人に勝つことよりも自分自身に負けない人」になってください。人生はつらいことの方がずっと

多いです。これからの中学３年間は楽しいことばかりではありません。勉強も忙しくなり、部活動も厳しい練習

があります。３年生になると高校受験も待っています。どうか自分に厳しく、自

分自身に負けない人になってください。

３つ目は「夢を持てる人」になってください。夢を持つと将来、未来への展望

が開け目標が定まります。目標が定まると今やるべき事が自ずと見えてきま

す。そうすると、きっと３年間の中学校生活が、豊かで楽しい毎日になると思

います。

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。初め

ての制服に身を包んだ我が子の姿をご覧になって、感慨もひとしおのことと思

います。昨年の東日本大震災で数多くの子どもたちの尊い命が失われたことを思うとき、子どもたちは未来へ

の希望であり宝であります。保護者や地域の期待を担っている子どもたちの健やかな成長を願い、「地域の

子は地域で見守り育てられる」核となる学校作りを進めるべく、本校教職員一同、一丸となって取り組みま

すのでどうかよろしくお願いいたします。

また、本日ご出席のご来賓の皆様を始め地域の皆様にも、今後折に触れて子どもたちに声を掛け、励ま

してくださいますようよろしくお願い申し上げます。

◎ お世話になった先生方

橋立治男 校長先生 （尼崎市立小園中学校へ） 長谷川久志 先生 （尼崎市立日新中学校へ）

大西禮子 先生 （尼崎市立南武庫之荘中学校へ） 市川良英 先生 （尼崎市立日新中学校へ）

高木真穂 先生 （西宮市立山口中学校へ） 草薙 忠 先生 （尼崎市立大庄中学校へ）

井上満夫 先生 （尼崎市立教育総合センターへ） 山田直史 先生 （西宮市立苦楽園中学校へ）

白木 晋 先生 （尼崎市立啓明中学校へ） 竹村陽子 先生 （ご解職）

前田芙美子 先生 （ご解職） 濱田かず子 先生 （ご解職）

北山 毅 先生 （川西市立東谷中学校へ） 平尾正夫 先生 （和泉市立信太中学校へ）

中西清美さん （校務員 尼崎市立武庫北小学校へ）

※ 先生方、大変お世話になりました。大成中教職員一同からお礼を申し上げます。有り難うございました。



（裏へ続きます）

◎ 新しく来られた先生方

清 昌司 校長 （尼崎市立名和小学校より） 水谷洋子 先生 （尼崎市立啓明中学校より）

藤井俊史 先生 （尼崎市立小園中学校より） 奥村 舞 先生 （尼崎市立日新中学校より）

山本和江 先生 （尼崎市立塚口中学校より） 原 満裕美 先生 （園田東中学校より）

金 明美 先生 （園田東中学校より） 若林真理 先生

坂本知弘 先生 （新採用） 塚本洋一 先生 （新採用）

木下 瞳 先生 （新採用） 坂上敦司 先生 （新採用）

森田正美さん（校務員 尼崎市立西小学校より）

◎ 復職された先生方

佐々木千佳先生 北畑裕起子 先生

【平成２４年度の職員を紹介します】

【 第１学年 】 【 第２学年 】

学年主任 松原一彦（美術 美術） 学年主任 平光秀望（社会 男バス）

１組担任 石井直樹（理科 野球） １組担任 熊田真也（理科 ソフトテニス）

２組担任 坂上敦司（英語 吹奏楽） ２組担任 大場智早子（国語 陸上）

３組担任 水谷洋子（国語 演劇） ３組担任 川西 勝（保体 サッカー）

４組担任 坂本知弘（社会 サッカー） ４組担任 有村竜一（国語 男バレー）

５組担任 藤井俊史（数学 男バス） ５組担任 日野祐甫（数学 女バス）

６組担任 酒井勝広（数学 ギター） ６組担任 山本和江（理科 剣道）

副担任 木下 瞳（家庭 吹奏楽） 副担任 奥村 舞（数学 ギター）

副担任 松原一彦（美術 美術） 副担任 平光秀望（社会 男バス）

副担任 若林真理（英語 ＥＳＳ） 副担任 滝野淳子（英語 ＥＳＳ）

初任指導 佐々木千佳（社会 ギター） 特別支援学級 中西隆彦（ソフトテニス）

生徒指導 澤田慶太（保体 女バス）

特別支援学級 原 満裕美（美術部）

【 第３学年 】 【 保健・事務・ＡＬＴ・ＳＣ・校務 】

学年主任 小林誠一郎（保体 陸上） 養護教諭 北畑裕起子

１組担任 永田晶子（英語 少林寺） ＡＬＴ ルイス・アニバル・ネグロン

２組担任 加藤睦美（技術 少林寺） ＳＣ 遠藤充彦

３組担任 細見正樹（保体 水泳） 事務官 永瀬美佐和 鮫島友里

４組担任 葉末 剛（数学 野球） 校務員 新田 実 森田正美

５組担任 小林誠一郎（保体 陸上）

副担任 塚本洋一（数学 剣道）

副担任 高野奈津代（国語 演劇）

副担任 金明美（英語 男バレー）

副担任 松原秀夫（理科 放送）

副担任 磯田秀行（社会 ソフトボール）

教務主任 杉村和雄（音楽 吹奏楽）

※ 一年間どうぞよろしくお願いいたします。


