
                    

             

平成３０年度がスタートしました 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さとく ・ うつくしく ・ たくましく 
 

 

 

 ① みんなで学び合い磨き合う生徒       知 性 

 ② 人の心をわが心とする生徒         情 操 

 ③ 自己に打ち克つ強い体と意志を持つ生徒  体力・意志 

 

    

 

 ①活気にあふれ、生徒一人一人が生き生きと明るく生活できる学校 

②人間関係が強い絆で結ばれ、自己存在感や成就感を実現できる学校 

③家庭や地域の方々に愛され、支えられ、地域とともに歩む学校 

 

 

 
【平成３０年度 職員組織】 

校 長 澤嶋 伸 教 頭 小寺山 道久 

事 務 芝地 祥平 ・ 中本 祐子 市職員 庄司 光一 ・ 田中  晃 

１年 ２年 ３年  

学主 前田 敏之 学主 西川  潔 学主 吉元 大崇 
 

チャレ 

ンジド 

後野 史織 

１担 井上 くみえ １担 遠嶋 容子 １担 三河  聡 奥田 麻友香 

２担 曽田 史彦 ２担 中野 精二 ２担 花澤 啓子 宮下  剛 

３担 西岡 奈緒 ３担 深江  恵 ３担 太田 保恵 難聴 大場  博 

４担 坂上 敦司 ４担 秋山 拓磨 ４担 皆倉  陸 特支加 佐々木 千佳 

５担 竹内 香保里 ５担 山下 雅啓 ５担 吉元 大崇 養護 千切 睦美 

６担 吉田 朋也 ６担 藤本 杏子 ６担 山口 美和子 ALT Carl Smith 

７担 前川 奈美 副担 岩本 由紀子 副担 大澤 奈緒子 S C 大崎 香扶里 

副担 森  敏伸 副担 鈴木  匡 副担 間之川 通隆   

副担 國包 憲子 不登校 山田 章子 副担 田中 良宜   

生指 岸本 晃一 アク補 山口 景子 副担 安慶名 寿弥   

新学 葛生 佳子   進路 小原  学   

    教務 乾 雅雄   

    新学 井上 恵実   

 

 

 

 

 

 

退任・臨任の先生方と校長室にて 

園田中だより 
さとく ・ 

うつくしく ・ 

    たくましく 

No.1 

 尼崎市立園田中学校 

TEL 06-6491-0775 

平成 30年 4月 17日 

（文責 澤嶋 伸） 

園田中学校ホームページ ：  http://www.ama-net.ed.jp/school/j20/ 

【校長あいさつ】 

このたび、園田中学校の校長として着任しました 澤嶋 伸（さわしま しん）です。 

 私は、本校に平成３年から平成１２年までの１０年間保健体育教師として、昨年度から 

 は教頭として勤務しました。そして、歴史と伝統のある園田中学校の校長を務めさせて 

いただくことは、幸せであり、身の引き締まる思いがいたします。 

  前任の藤山校長の想いを引き継ぎ、園田中学校が、生徒からは｢通いたい学校｣として、 

卒業生からは「通って良かった学校」として、保護者や地域の方々からは「通わせたい 

学校」としてみなさまに愛されるよう教職員が一丸となって取り組みますので、保護者 

の皆様、地域の皆様のお力添えをお願いいたします。 

平成３０年度 教育目標 

園田中学校 校訓（めざす生徒像） 

平成３０年度 めざす学校像 

お世話になりました 

【退任・転出した教職員】 

藤山  亨 (校長)    退 任 

藤家 健二 (社会)    日新中へ 

妹尾 雄大 (数学)    常陽中へ 

黒田 かおり(理科)    塚口中へ 

河本 宏子 (特別支援)  園田東中へ 

松尾 和子 (英語)    小田北中へ 

松島  修 (理科)    退 職 

木戸 一郎  (数学)        退 職 

青木 加代子(養護)    退 職 

長谷川 直美(事務)    退 職 

米森 直美  (市職)    退 職 

吉田 圭吾 (SC)     大庄北中へ  

 

よろしくお願いします 

【転入した教職員】 

小寺山 道久(教頭)   大庄中より 

坂上 敦司 (英語)   大成中より 

後野 史織 (特別支援) 立花中より 

田中 良宜 (社会)   立花中より 

吉田 朋也 (理科)   園田東中より 

宮下  剛 (特別支援) 尼崎養護より 

鈴木  匡 (理科)   小園中より 

千切 睦美 (養護)   豊中市より 

中本 祐子 (事務)   浜小より 

田中  晃 (市職)   園田小より 

大崎 香扶里(SC )     小田中より 

 

 

ご了承ください 
園田中だよりには、生徒の活動を身

近に感じていただくために、生徒の氏

名や写真を十分に配慮した上で、掲載

します。ご理解いただき、ご了承いた

だけますようお願い申し上げます。 

 ご愛読よろしくお願いします。 

生指（生徒指導）、新学（新学習） 

アク補（アクティブラーニング補助） 

 

ALT（外国語指導助手） 

SC（スクールカウン 

セラー） 


