
新 生 ―大庄中学校だよりー  

 

 

新生 大庄中学校のスタートです 
 入学式も終了して、３つの学年が揃いました。 

今年度の大庄中学校は、昨年度の大庄中学・啓明中学から進級した新２・３年生、大庄小・ 

成文小・成徳小・若葉小・西小という５つの小学校から進学した新１年生と他地域から転入し 

てきた生徒というとっても賑やかな顔ぶれで構成されています。先生方も大庄中にいた先生、 

啓明中にいた先生、新採用の先生、他の中学校から転勤してきた先生と様々です。 

 生徒だけでなく、先生も含めてみんなが「新生 大庄中学校」には慣れていません。お互い 

いろいろと失敗が続くことと思いますが、よく話をして、協力して生活していきましょう。 

 私は、学校は、将来、社会人として世の中に出ていく時に困らないように、身だしなみや言 

動、知識や体力を養う所だと考えています。よく、仲間と一緒だと苦しさが半分になる。喜び 

が倍になる。と言われます。しかし、基本となるのは「やろうとする自分」です。 

 「言われてもやらない」から「言われればできる」へ！ そして「言われなくてもやれる」 

みんなで、「できる自分」目指して成長していきましょう。 

 

教職員の異動 

お世話になった先生方   ありがとうございました 

大庄中学校からの転出 啓明中学校からの転出 

福井 隆夫 校長 退職 前田 裕司 教頭 市教委 

濱  良樹先生 国語 中央中 高橋 素子先生 理科 立花中 

杉本 盛彦先生 技術 小田北中 佐藤久美子先生 ｽﾏｲﾙ 退職 

石田 真弓先生 養護 成良中 宇高 敬二さん 事務 退職 

住田 訓平先生 社会 小田北中 川崎 智恵先生 養護 常陽中 

寺本 義一先生 美術 退職 関屋 摂子先生 英語 退職 

伊佐 広大先生 体育 退職 西  利蔵さん 市職員 下坂部小 

松永 詩歩先生 社会 神戸市立摩耶兵庫高 竹之内吉和さん 市職員 大島小 

有村 竜一先生 特支 県立阪神特別支援学校 橋本 眞理さん 指導員 退職 

村尾 幸二さん 市職員 清和小 福田 美香さん 嘱託 退職 

 

転入の先生方   よろしくお願いします 

林  幸二 校長 啓明中 伊藤志津香先生 体育 啓明中 

庄司るみ子先生 養護 武庫中 河野美智子先生 家庭 啓明中 

上原 郁雄先生 体育 啓明中 加藤 睦美先生 技術 啓明中 

福田 庄司先生 数学 啓明中 山本  綾先生 数学 立花中 

松島  真先生 社会 啓明中 山口 慎二先生 美術 新採用 

中村 匡孝先生 英語 啓明中 岸本 康晃先生 社会 新採用 

高井 大輔先生 国語 啓明中 倉田 駿平先生 英語 新採用 

土居原広夢先生 音楽 啓明中 児子 哲士先生 理科 大庄北 

廣田  誠先生 数学 啓明中 前田 良和先生 社会  

永田 裕朗先生 国語 啓明中 松村奈津子先生 英語 武庫中 

永田 実咲先生 理科 啓明中 渡邊 杏子さん 嘱託  

田中 誠一先生 数学 市教委    

 

２８年度の先生方 

１

年 

 

１組 担 川脇 副 児子 ２

年 

 

１組  担 山本 副 永田ひ ３

年 

 

１組 担 城 副 松村 

２組 担 岸本 副 加藤 ２組 担 玉村 副 倉田 ２組 担 土居原 副 塩田 

３組 担 前田 副 廣田 ３組 担 吉永 副 永田ひ ３組 担 柴田 副 塩田 

４組 担 髙井 副 伊佐 ４組 担 松島 副 真島 ４組 担 池田 副 前田 

５組 担 鳥丸 副 加藤 ５組 担 伊藤 副 富田 ５組 担 永田み 副 福田 

６組 担 渡藤 副 廣田 ６組 担 小寺山 副 河野 ６組 担 山口 副 上原 

７組 担 中村 副          

特
別
支
援 

自・情 担 板谷 副 伊佐 ・事務（中川・菅） ・市職員（山本・山添） ・養護（庄司） 

・初任者指導（鶴原） ・新学習（田中・森） ・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ（三木）  

・指導員（車） ・学校開放（木船） ・ＡＬＴ（ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾊﾞﾚﾝｼｱ） 

知的 担 西川 副 真島 

病弱 担 西森 副 福田 

 

４月の予定 
１３日（水） ２・３年課題テスト 

１４日（木） クラブ紹介 

１８日（月） １年交通安全教室 

１９日（火） ３年 全国学力・学習状況調査 ２年 トライやる・ウィーク説明会 

２２日（金） ３年 集団行動訓練（元浜緑地） 

２５日（月）～２日（月） 家庭訪問 

 

はじめまして 
 4月から福井校長の後任として校長を拝命しました 林 幸二（はやし こうじ）

といいます。 

 尼（世間ではなぜか尼崎（あまがさき）といわずに尼（あま）というようです）

生まれの尼育ちです。 

出身校は、立花愛の園幼稚園、立花小学校、立花中学校、市立尼崎高校です。 

 立花中学校からはじめたバレーボールにはまり、大学、教員バレー等、２８才ま

で現役でプレーしていました。小田北中学、立花中学、若草中学などでバレーボー

ル部の指導をしていました。 

 現在は、自分の健康も考えて、市内の高校や中学校を回って、指導のお手伝いを

させてもらっています。大庄中学校にはバレー部があるのでとっても楽しみです。 

  

  教職員一同、精一杯お子様の指導に取り組みます。 

 よろしくお願いします。 

 

平成２８年 尼崎市市政１００周年  知れば 知るほど あまがすき 

 


