
「思いやりあふれる 規律ただしい 元気いっぱい 山中生」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年１組担任 

  豊福由香里（英語） 

１年２組担任 

  永山 寛幸（理科） 

１年３組担任 

  澤田 明世（国語） 

１年副担任等 

  矢倉  亮（保体） 

北川 里帆（英語） 

  松川 良紀（数学） 

  小原 千惠（保体） 

  神宮 仁美（栄養） 

    大西 育美（栄養） 

２年１組担任 

  服部 秀徳（国語） 

２年２組担任 

  若田 武蔵（数学） 

２年３組担任 

  源野  忠（保体） 

２年副担任等 

  川端 美紀（英語） 

  青木 倫子（保体） 

  岩下布美子（社会） 

  中 由紀子（美術） 

  赤松  忍（図書） 

  林   恵（介助員） 

３年１組担任 

  縄田 岳実（音楽） 

３年２組担任 

  秦   知（技家） 

３年３組担任 

  井上 卓也（英語） 

３年副担任等 

  辻  拡之（美術） 

  北山 裕章（社会） 

  舟橋 義治（数学） 

  白木澤連也（理科） 

  三根あずさ（養教） 

校長     田中  博 

教頭     三宅  勝 

主幹     岩谷 和美 

主幹     中路 朋子 

主事     山田 衣彌 

生徒指導主事・首席 

       舟橋 義治 

教務主任   北山 裕章 

進路指導主事 辻  拡之 

１年学年主任・永山 寛幸 

２年学年主任・指導教諭 

       川端 美紀 

３年学年主任・指導教諭 

秦   知 

支援学級担任 小原 千惠 

       中 由紀子 

こども支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

       矢倉  亮 

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

       服部 秀徳 

保健主事・養護教諭 

       三根あずさ 

栄養教諭   神宮 仁美 

臨時技師   大西 育美 

学校司書   赤松  忍 

肢体不自由児介助員 

       林   恵 

校務員    土居  力 

給食配膳員  中島 美香 

       大田 千章 

スクールカウンセラー 

       土田圭伊子 

施設管理人  柘植 博司 

       高倉 幸夫 

       大滝  守 

       津島 隆夫 

英語教育指導助手（NET） 

       Fayers,Jason 

              Bradley,Patrick 

３０３０３０３０年度が年度が年度が年度が    

始まりました始まりました始まりました始まりました！！！！    

４月６日に入学式があり、１０２

名の新入生を迎え、いよいよ山田中

学校の新年度がスタートしました。

２，３年生もクラスが変わり、新し

い仲間との出会いも始まります。昨

年度から話している「質の向上」と

「違いを理解し、認め合う」ことを

さらに意識して、生活を送ってほし

いと思います。特に授業では、グル

ープ学習やペア学習を通して、学力

はもちろんですが、人と人とのつな

がりを大切にし、お互いを認め合え

る力、学び合える力を高めてほしい

と思います。みんなの力で、一人ひ

とりが居心地のいい、今まで以上に

素晴らしい山田中学校を作り上げ

ていきましょう！！ 

 

【保護者の皆様へ】今年度の新しい布陣が決まりました。教職員一同、一致団結し教育活動に

取り組んでまいります。ご支援とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

「「「「質の向上」質の向上」質の向上」質の向上」    
「「「「違いを違いを違いを違いを理解し理解し理解し理解し、、、、

認め合う認め合う認め合う認め合う」」」」    

校校校校        訓訓訓訓    

探求探求探求探求    友愛友愛友愛友愛    剛健剛健剛健剛健    

学学学学            校校校校            だだだだ            よよよよ            りりりり    
ともにともにともにともに歩歩歩歩もうもうもうもう    ともにともにともにともに学学学学ぼうぼうぼうぼう    ひとすじのひとすじのひとすじのひとすじの道道道道    
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 花の便りも伝わる、春らんまんの今日。私たちは、この山田中学校の新一年生として入学し

ました。そしてこれからいよいよ中学校生活が始まります。 

 中学校は、新たに始まることや小学校とは違うことがたくさんあります。勉強は科目数も増

え、難しくなるので先生や先輩方に教わりながら努力していきます。 

 また、小学校との違いの中で楽しみなことは、クラブ活動です。小学校でのクラブとは違っ

て、本格的に活動します。今まで無かったことができるので、とても楽しみです。 

 目標や大切にしたいこともたくさんあります。新しい仲間との出会いも大切にします。どの

友だちとも対等に付き合い、相手の気持ちを考えて行動していける学年をつっていきたいです。

そして、仲間との絆を深め、思いやりの心を持って生活していきます。 

 今日から始まる中学校生活の中で、時につまずき、時に大きな壁に直面することがあるかも

しれません。そんな時にも、私たちはあきらめず強い心を持って努力していきたいと思います。 

               慣れないことだらけですが、私たちは「やる気」と「元気」

だけは十分に持っています。この「やる気」と「元気」で、新

入生一同、精一杯がんばります。 

               先生方、先輩方、これから三年間よろしくお願いします。 

                        平成３０年４月６日 

                             新入生代表  片岡 愛理 

第第第第３３３３６６６６回回回回    

入入入入    学学学学    式式式式    

氏氏氏氏    名名名名                    教科教科教科教科等等等等        転出先転出先転出先転出先等等等等                                                氏氏氏氏        名名名名                    教科等教科等教科等教科等                転転転転入入入入先先先先等等等等    

波多野未来   国語  富田林市藤陽中    澤田 明世    国語      招提中 

藤澤 美香   社会  杉中         岩下布美子    社会      津田中 

種子 勇太   数学  楠葉中        若田 武蔵    数学      新規採用 

辰田 佳彦   数学  長岡京市第三中    白木澤連也   理科    門真第四中 

足立 博之   数学  退職         源野  忠    保体      蹉跎中 

武田  翼   理科  東香里中       豊福由香里   英語    杉中 

中村 淳子   保体  退職         北川 里帆   英語   寝屋川第四中 

宇野 浩子   英語  東香里中       山田 衣彌   主事    新規採用 

池田 麻衣   英語  杉中         林   恵   肢体不自由児介助員 

中井 由香   英語  退職          土田圭伊子   ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

中村幸太郎   事務  退職         ジェイソン   ＮＥＴ 

デイビット   ＮＥＴ 退職         パトリック   ＮＥＴ 

西  早苗 肢体不自由児介助員 退職         

白井 知子 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 退職 

教職員の教職員の教職員の教職員の異動異動異動異動    
 春の別れの時期の後には、素晴らしい出会いの時期が待っていま

す。多くの先生方が本校を去られましたが、新たに山田中学校にた

くさんの先生が来られました。異動につきましては下記の通りです。 

枚方市立山田中学校ホームページ https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000008019.html 


