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  270 名の新入生を迎え、平成２９年度が始まりました。始業式の校長式辞では「自主」「自律」   

 についての話がありました。「自主」とは自分の考えや生き方を自分自身でしっかり考え、自分の  

 良さを発揮すること。「自律」とは自分で自分を律するセルフコントロールのこと。自分自身で立  

 てたルールに基づいて努力し、めざす進路・目標の達成に邁進してもらいたいというお話でした。 

  新たな学年、新たなクラスでたくさんの出会いがあります。同じ時間を共有する仲間と、様々 

 なことを語り合い、お互いを認め合って、日々を過ごしていきましょう。 

  私たち教職員は、皆さん一人ひとりの成長を、全力でサポートします。学習活動は当然のこと、 

 学校行事、部活動、生徒会活動、進路選択の様々な場面で、皆さんの安全、安心を守り、成長を 

 支えていきます。新たな成長に向かって、一歩一歩前進していきましょう。 

 

H29年度 クラス担任 
 
      1年生 
      主任 (書道)  池尾 由美子 
      １組 (英語)  奥田 美穂 
      ２組 (国語)  古川 由香理    
      ３組 (社会)  濱田 武久  
      ４組 (数学)  相良 周     
      ５組 (音楽)  菊井 淑美   
      ６組 (理科)  高嶋 祥太 
      ７組 (保健体育)北代 英貴 
      ぴあ (数学)  岡村 咲希 
         (美術)  中原 崇 
      学年付(数学)  白山 友紀恵 
 

 
  ２年生 
  主任 (保健体育)窪田 豊   
  １組 (保健体育)山田 綾乃    
  ２組 (家庭)  蒔田 みどり  
  ３組 (理科)  常行 隆文     
  ４組 (国語)  浅野 梓   
  ５組 (英語)  室田 己翔 
  ６組 (数学)  田口 雅敏 
  ７組 (理科)  井福 克也 
  ぴあ (社会)  井上 翔平 

 
   ３年生 

   主任 (保健体育)大辻 民基 

   １組 (保健体育)井上 直也 

   ２組 (数学)  角谷 大雅 

   ３組 (国語)   岡 篤彦 

   ４組 (国語)  河村 厳希       

   ５組 (英語)  山田 浩子 

   ６組 (社会)  山口 知子   

   ７組 (理科)  下鶴 真美 

   ぴあ (英語)  中道 亜希 



 

 

 

 

 

  【4月の予定】 

17 月 検尿（１次） 
18 火 2 年内科検診 1 年オリエンテーション

(PM) 19 水 1 年新入生研修  ２，３年遠足 

20 木 二計測/歯科検診 ２，３年進路説明会 

21 金 教育相談 

22 土   

23 日   

24 月   

25 火 3 年内科検診 

26 水   

27 木 避難訓練 

28 金   

29 土 昭和の日 

30 日   

 

  きょう 

【5 月】 

12（金）奨学金説明会 

13（土）PTA委員総会 奨学金説明会 

15（月）～19（金）中間テスト 

26（金）授業公開 PTA 総会  

    3 年進路説明会 

31（水）体育大会 

阿武野高校のめざす学校像 
 生徒個々の「生きる力」「進路を切り開く力」の伸長を図る地域と密接に連携した教
育活動により、将来社会に貢献できる能力と豊かな人間性を持つ人材を育成し、地域
に信頼される高校をめざす。 
１．生徒が、積極的に参加・活動する「わかる授業」を推進し、「確かな学力」 
  を育成する。 
２．キャリア教育の充実に努めると共に、自立支援コース並びに専門コースにお  
  いて特色ある教育活動を展開し、自らの力で進路実現できる生徒を育成する。 
３．教育活動全体を通じて、規範意識、人権意識の向上を図るとともに、地域と 
  の交流・連携を深め、安全・安心な学校としての信頼感を高めていく。 

  

  教職員の異動 

 

【異動された先生方】 
（国語）中田 淑子先生  三島高校へ 
（国語）田畑 稔先生  ご退職 
（数学）八木 顕三先生  高津高校へ 
（数学）内部 広大先生  光陽支援学校へ 
（数学）釜山 深時先生  千里高校へ 
（保健体育）村田 智宏先生  茨木西高校へ 
（美術）内藤 伸彦先生  ご退職 
（英語）池田 豊先生  刀根山高校へ 
（英語）武田 真弥先生  岡山県立勝山高校へ 
（英語）阿部 佑香先生  守口東高校へ 
（家庭・福祉）渋谷 明美先生 福井高校へ 
（養護教諭）林 設子先生  島本高校へ 
（事務長）岩下 幸司さん  島本高校へ 
 
    
 
   大変お世話になりました！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新しくお迎えした先生方】 

(国語) 小村 智美先生 高槻北高校より 

(国語) 藤村 悦郎先生 箕面高校より 

(社会) 田井 和彦先生 東淀川高校より

(数学) 阪上 雄一郎先生 新規採用 

(数学) 桐山 隆司先生 北千里高校より 

(保健体育) 小磯 昭彦先生 摂津高校より 

(保健体育) 上原 雄也先生 大冠高校より 

(美術) 中原 崇先生 高槻支援学校より 

(英語) 青野 美由紀先生 芥川高校より 

(英語) 赤坂 美佳先生 高津高校より 

(英語) 池内 昭夫先生 島本高校より 

(家庭) 河村 綾子先生 茨木工科高校より 

(養護教諭) 栗田香織先生 池田北高校より 

(事務長) 鎌田正嗣さん 資源循環課より 

 

   どうぞよろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 


