
 

 

 

 

 

 

                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園田中だより 
No.１ 

 
尼崎市立園田中学校 

TEL 06-6491-0775 

令和 2 年 4 月 13 日 

（文責 澤嶋 伸） 

さとく ・ 

うつくしく ・ 

    たくましく 

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】 

園田中学校の校長 澤嶋 伸（さわしま しん）です。３年目を迎えました。 

 今年度は、第７４回の新入生２４３人を迎え、全校生７１３人でのスタートです。 

どの学年の生徒たちも、新しい学年への期待に胸をふくらませていることと思い

ます。 

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。 

 

お世話になりました 

【転出した教職員】 

 

小寺山 道久（教頭）武庫南小（校長）  

岩本 由紀子（国語） 小田北中へ 

遠嶋 容子 （社会） 園田東中へ 

山田 章子 （音楽） 武庫東中へ 

西川 潔  （保体） 退職 

中本 祐子 （事務）南武庫之荘中へ 

Carl Smith （ALT）  市尼崎高へ 

山口 景子 （支援） 常陽中へ 

永野 寿梨 （特支） 大庄北中へ 

よろしくお願いします 

【転入した教職員】 

 

菊谷 徳洋 （教頭）尼崎市教委より 

岡田 裕子 （国語） 塚口中より 

鈴木 順司 （社会） 小園中より 

 佐川 千幸 （保体） 小園中より 

石塚 桃子 （音楽） 新任 

池上 祥世 （事務） 杭瀬小より 

John Andrews （ALT） 小田中より 

校 長 澤嶋 伸 教 

頭 

小寺山 道久 

事 務 松永  真里奈  ・  中本  祐

子 

校 務

員 

庄司 光一 ・ 藏田 政憲 

校 長 澤嶋 伸 教 

頭 

小寺山 道久 

事 務 松永  真里奈  ・  中本  祐

子 

校 務

員 

庄司 光一 ・ 藏田 政憲 

校 長 澤嶋 伸 教 頭 菊谷 徳洋 

事 務 松永 真里奈 ・ 池上 祥世 校務員 庄司 光一 ・ 藏田 政憲 

１ 年 ２ 年 ３ 年 チャレンジド 

学主 鈴木 順司 学主 吉元 大崇 学主 坂上 敦司 知的 後野 史織 

１組 藤原 幸司 １組 山口美和子 １組 井上くみえ 自情 宮下 剛 

２組 佐川 千幸 ２組 田中 良宜 ２組 曽田 史彦 難聴 大場 博 

３組 石塚  桃子 ３組 大澤奈緒子 ３組 竹内香保里 ALT John Andrews 

４組 岡田  裕子 ４組 三河  聡 ４組 坂上 敦司 S C 大崎香扶里 

５組 秋山 拓磨 ５組 花澤 啓子 ５組 西岡 奈緒 学主：学年主任 

生指：生徒指導 

新学：新学習 

ALT：外国語指導助手 

SC：スクールカウン 

  セラー 

 

６組 藤本  杏子 ６組 皆倉  陸 ６組 吉田 朋也 

副担 山下 雅啓 副担 高橋 順子 ７組 前川 奈美 

副担 間之川通隆 副担 中野 精二 副担 國包 憲子 

副担 辰  裕香 不登校 乾   雅雄 副担 森  敏伸 

養護 千切 睦美 新学 井上 恵実 副担 安慶名寿弥 

 進路 小原  学 

生指 岸本 晃一 

教務 前田 敏之 

新学 葛生 佳子 

 

 
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。 
園田中キャラクター 

そのーだくん 

 
ご入学・ご進級おめでとうございます。 

 
新年度が始まったと同時にお休みとなりました。 

５月６日までの臨時休業の時間を有意義に過ごして 

ほしいと思います。登校日にもらったプリント学習を 

するのも良いし、インターネット学習もよいでしょう。 

また、この機会に読書に励むのも良いかも知れません。 

併せて、校長先生からも、みなさんに、一つ宿題を出 

します。「何をなすために園田中学校に来るのか」と 

いうことを考えて、５月７日（木）学校再開の日に臨 

んでください。 

今まで何百人という生徒を見てきて、１つ言えるこ 

とは、目的意識の高さが中学校時代を左右するという 

ことです。日々の学習でも、部活動でもめざしている 

ものがあるかどうかで中学時代の行き着く場所が違う 

と思います。 

 

４月９日 入学式 

４月７日 始業式 

４月７日 着任式 

 


