
                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学式も終わって３学年の生徒が揃い、いよいよ

平成29年度のスタートです。               

 さて、新入生の皆さん、ようこそ武庫東中学校

へ！そして、２年生、３年生の皆さん進級おめでとう

ございます。一人一人が、武庫東中学校の生徒とし

ての自覚をもち、勉強や運動、生徒会活動に頑張

ってください。 

  ３年生には、武庫東中学校の『顔』 として、しっ

かりと頑張ってもらいたいと思っています。心も体も

しっかり鍛えていきましょう！ 

 

本校には、きちっとあいさつができる生徒がたく

さんいます。立ち止まって、「おはようございます」

「こんにちわ」と本当に“気持ちのいいあいさつ”を

してくれる生徒が増えたように思います。 

特に、今年は生徒の皆さんに、“あいさつがしっ

かりとできる学校”ということを定着させ、皆さんの手

で新しい武庫東中の歴史を築いていってほしいと

思っています。                                              

             

学校だより №１ 

 

校長室の窓から 
平成２９年４月 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 校 訓 ＞ 

いのちを大切にしよう 

きまりを守ろう 

進んでことにあたろう 

相手の立場に立って考えよう 

 いよいよ平成２９年度がスタート！   【新社会人に望みたいこと】  2015.4.4朝日新聞より 

 「新社会人に望みたいこと」ということで、ビジネス

マンを対象にアンケート調査を行ったということが新

聞に掲載されていました。少し前の記事ですが、

「調査依頼を受けた 1071 人のビジネスマンが、約

50個の選択肢から10個まで選び、回答する。」とい

うもので、結果は次の表のとおりです。 

第１位 あいさつをする 1239票 

第２位 遅刻をしない 1044票 

第３位 正しい日本語を話す 785票 

第４位 人の話をよく聞く 670票 

第５位 敬語を正しく使う 636票 

第６位 清潔な身だしなみ 581票 

第７位 何事にもいやがらずに取り組む 410票 

第８位 報告・相談を欠かさない 400票 

第９位 最後まで責任を持つ 369票 

第10位 新聞を読む 363票 

どうですか、社会人だからというより、日頃、皆さ

んが言われている内容がたくさんあると思いません

か？ 今、しっかりと身につけておいて損はしない

ようですね。 

 

 

                                  

             

【１年】 学年主任：水谷 洋子    

担任     副担人 

１組 戸井 鉄平  伊井 公明 

２組 岡崎 亜矢  伊井 公明 

３組 安井千佳子  杉谷 剛一 

４組 谷川 和広  水谷 洋子 

          松村奈津子 

５組 境  裕輔  水谷 洋子 

          松村奈津子 

けやき 菅谷 玲子 水谷 洋子 

 

 

【2年】 学年主任：植田 清司   

担任     副担人 

１組 大堀 法之 五百旗頭真智子 

２組 佐々木優香  植田 清司 

３組 柏木 千裕  山内麻梨子 

          西岡あずさ 

４組 濱名 秀樹  西岡あずさ 

５組 釜坂 翔子  塚本  薫 

         五百旗頭真智子 

６組 山村 孝史  沖村早希子 

          植田 清司 

 

 

【３年】 学年主任：上田 純子    

担任     副担人 

１組 野上 陽介  上田 純子 

２組 黒木 彩加  今仁 恵介 

３組 西村友里子  石井 郁樹 

４組 北村 宏規  里村 典子 

５組 阪本 千文  細見 愛子 

６組 南畝 由貴  奥村  舞 

けやき 森岡 伸次 上田 純子 

 

 
校長 長田 光司   養護教諭 木口 千鶴（１年所属）               外国語指導助手（ALT） ジェームズ・ミラー 

教頭 井上 満夫   事務室   藤原  守     校務員 佐藤 大介     スクールカウンセラー  戸田 弘子 

                     吉崎 かよ            森田 正美      解放職員（シルバー人材センター派遣） 

（生徒指導主事 杉谷 剛一   教務主任 石井 郁樹）                             村上 康夫 ・ 髙木  實  

 職員紹介  

     [お世話になりました」       

今年は、たくさんの先生方が武庫東中学校を去ら

れ、新しい先生方をお迎えしました。 

お世話になった先生方には、感謝の気持ちでい

っぱいです。ありがとうございました。 

そして、新しくお迎えした先生方には、これから

お世話になりますが、どうぞよろしくお願いします。 

 

＜去られた先生方＞ 

島田 峰史  小田北中へ（教頭として）   石野 珠実  大成中へ（主査）  

恒藤  誠   小園中へ  (英語)       堀  弘子   潮小へ（英語） 

竹内千恵美  小園中へ  （特支）       ダグラス・アーノルド （ALT） 

池内 朗子   園田東中へ（音楽）                    中央中へ           

井上 範子   日新中へ （英語）       森田 佳苗  退職（養） 

岡本 拓也   日新中へ （社会）       中村 香澄  退職（英語） 

伊藤 正視   小田北中へ（英語） 

和田 匠馬   三田市立狭間中へ（数学） 

小宮由香里   須磨ノ浦高校へ（英語） 

＜お迎えした先生方＞ 

濱名 秀樹   小田中より（理科） 

谷川 和広   園田中より（英語） 

藤原  守   大庄小より（主査） 

木口 千鶴   園和幼稚園より（養） 

松村奈津子  大庄中より（英語） 

沖村早希子  小田中より（英語） 

山内麻梨子  武庫中より（英語） 

ジェームズ・ミラー 尼崎双星高より（ALT） 

塚本  薫   園田東中より（英語） 

アクティブ支援員 

   [よろしくお願いします」    

 

    スクールカウンセリング  
 今年度も、生徒の悩みや不安を軽減し、精神的に安定した生活が送れるようにするための援助活動として、スクールカウンセリ
ングを実施します。 同時に、多感な時期の子どもさんをお持ちの保護者の皆様の相談にも対応します。 
  ◇スクールカウンセラー 戸 田 弘 子先生      ◇実施日 毎週火曜日（要予約） 

  ◇申込み方法  ①電話（井上教頭窓口） ②担任を通して申込む ③直接カウンセラーに申込む  
※本校生徒、保護者以外にも、武庫東中校区の小学校の児童、保護者も対象となります。 

※行事等により実施日が変更する場合があります。 

【吹奏楽部】                  

 ドルチェ楽器アンサンブルコンクール 金賞   

【男子ソフトテニス部】     ヨネックス杯中学校ソフトテニス友好研修大会 

 スプリングカップ大会      優勝   片岡大幹・小林寛卓 

優勝 中畑好喜・大野 創   第３位 中畑好喜・山本和義 

 

 

 対面式  ～４月１２日（水）～          

4月12日に対面式を行いました。２・３年生による合唱が

披露され、素晴らしい歌声に１年生も大きな感動を覚えた

こと思います。そして、「自分たちも頑張ろう」という気 

 

持ちを一層強くしたことと思います。合唱は、武

庫東中の良き伝統の１つです。１年生も良き伝

統はしっかりと受け継いでいってください。 

まずは、校歌を覚え、しっかりと歌ってほしい

と思います。 

在校生歓迎のあいさつ、新入生代表のあい

さつの後、１年生各クラスの代表に記念の鉢植    

えが手渡されました。大切に育ててください。    

 準備等を進めてくれた生徒会執行部の皆さ

んありがとうございました。また、このよう

な行事の時にいつも活躍してくれる吹奏楽部

の皆さんありがとうございました。 

 

 
１年生の皆さん、

先生方、先輩達と

一緒に頑張って

いきましょう。 


