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交三中通信  

 
            
 

 

交野市立第三中学校  

校  長  田中   剛  

 
平成２７年４月８日  

 
 
  入学・進級おめでとうございます。新入生２１４名を迎え、平成２７年度が  
 スタートしました。４月は新しい自分をつくり出すチャンスです。「なりたい  
 自分」に変身しましょう。今日から、新しい生活の始まりです。新しいクラス  
 をどこにも負けないような素敵なクラスにしてください。  
 

 これからの行事日程(予定) 

  変更する場合があります 

 

  ４月 ８日（水）         始業式 対面式 クラブ見学開始 

     ９日（木）     離任式 身体測定 

    １０日（金）     給食開始 

    １３日（月）     学級写真 クラブ紹介 

    １７日（金）     クラブ集会 

    ２０日（月）     家庭訪問〔２７日（月）まで〕 

    ２１日（火）     全国学力・学習状況調査（３年） 

    ２７日（月）     学校生活公開期間〔５月７日（木）まで〕 

  ５月 ８日（金）     授業参観 PTA予算総会 

    １４日（木）     中間テスト〔１５日（金）まで〕 修学旅行説明会（３年） 

 

 

教職員の異動  

 

    転  入  等  

 

   辻橋   英夫     数学    寝屋川市から  

   前田    晃    数学    第一中学校から  

   浦田   真悟      社会    守口市から  

   山本   敬子      理科    第四中学校から  

   保井   和真     国語     

   森島   優     数学     
   池田   琢弥    数学    四條畷市から  
   谷川   典子    家庭    第二中学校から  
   今堀   誠治    理科    郡津小学校から  
   田村   英里子    養護教諭   
      北原   洋平      スクールヘルパー  郡津小学校から  
 

    転  出  等  
 
   小椋   翔平    数学    第二中学校へ  
      堀河   正博    数学      退職  
   野村   優美子   社会    退職  
   魚田   国徒    理科    京田辺市へ  
   小林   優子    家庭    第四中学校へ  
   濵嶋   光洋      数学    第四中学校へ  
      東尾   遙香      国語    大東市へ  
   田中   佳貴      社会    寝屋川市へ  
   西川   美智子   養護教諭  退職  
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教職員紹介  
 

校  長    田中   剛   
教  頭    飯田   力   

１年１組  担任   太田   光  理科  
１年２組  担任   向井  智美  音楽  
１年３組  担任   北角  栄一  国語  
１年４組  担任   藤原   恵  英語  
１年５組  担任   辻橋  英夫  数学  
１年６組  担任   初田  健吾  社会  
支援学級  担任   浦田  真悟  社会  
支援学級  担任   山本  敬子  理科  
１年１組  副担   小野  依子  国語  
１年２組  副担   前田   晃  数学  
１年３組  副担   加藤  里枝  英語  
１年４組  副担   清田   均  保体  
１年５組  副担   渋谷  恭二  理科  
１年６組  副担   小野  依子  国語  

第 1学年主任    渋谷  恭二  理科  
２年１組  担任   南   真由美  社会  
２年２組  担任   小野  拓也  英語  
２年３組  担任   谷川  典子  家庭  
２年４組  担任   池田  琢弥  数学  
２年５組  担任   清水  崇之  保体  
２年６組  担任   森島   優  数学  
支援学級  担任   橋本   仁  保体  
２年１組  副担   西川  幸伸  理科  
２年２組  副担   保井  和真  国語  
２年３組  副担   桝田  直也  英語  
２年４組  副担   岡嶋  莉衣  国語  
２年５組  副担   髙宮  香織  美術  
２年６組  副担   髙宮  香織  美術  

   今堀  誠治  理科  
第２学年主任    西川  幸伸  理科  

３年１組  担任   荒木  若奈  国語  
３年２組  担任   北相模   忍  技術  
３年３組  担任   大原  まどか  保体  
３年４組  担任   関   哲彌  国語  
３年５組  担任   佐々木  謙志朗  英語  
３年６組  担任   福井  亜矢子  数学  
支援学級  担任   加守田  晃子  英語  
３年１組  副担   北川  文洋  数学  
３年２組  副担   大久保  勇気  社会  
３年３組  副担   森   裕真  社会  
３年４組  副担   瀧村  博美  英語  
３年５組  副担   藤井   剛  理科  
３年６組  副担   大久保  勇気  社会  

第３学年主任    大久保  勇気  社会  
教務主任    北川  文洋  数学  

生徒指導主事    桝田  直也  英語  
進路指導主事    渋谷  恭二  理科  

養護教諭    田村  英里子   
事務職員  

 
 
 

 
 
西谷  眞一郎  
大和  里栄  

 
 

校  務  員    室田  洋幸   
スクールカウンセラー    中上  知亜紀  金曜日  

教育相談員    寺元  美富  木曜日  
スクールヘルパー  

 
 
 

 
 
柿平  美穂  
北原  洋平  

 
 

給食補助員    山下  由香   
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   岩上  万里子   
 
 スクールカウンセラー・教育相談員とのカウンセリングには予約が必要です。   
 本校（電話 072-892-5031 FAX072-892-5150）の教頭までご連絡ください。  


