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今年の春休みは雪が降る日もあり、３月１８日に開花宣言された桜が長く

楽しむことができました。残念なことに新型コロナウイルスの影響は治まる

気配が見られず、未だ感染拡大が報じられています。３月に続き感染防止の

観点から４月８日～２０日全市一斉臨時休業となりました。自宅学習の日が

しばらく続きますが、感染防止には十分配慮いただいた対策を引き続きよろ

しくお願いいたします。 

４月６日、規模縮小の中でしたが、とても良い天気に恵まれ、新入生２０９名が入学し

ました。また７日には、３学年同時の始業式を行い全校生徒５８４名で新年度のスタート

を切ることができました。入学、進級を迎えられた皆様おめでとうございます。 

さて、令和３年度の新学習指導要領完全実施に向け、一昨年度より移行期に入りました。

今回の改定は、子どもたちの生きる力を育むため、主体的・対話的で深い学びを通して、

未来社会を切り拓くために必要となる資質・能力を育むことが求められます。 

それを踏まえ本校では、新しい学校教育目標を設定し、昨年度１年をかけご意見をいた

だきなが最終決定をさせていただきました。ご協力に感謝申し上げます。 

本年度も、保護者、地域の皆様、どうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 

【着任教職員紹介】  
令和２年度新しく着任した教職員を紹介します。 

職 氏 名 教 科 等 前 任 校 

主幹教諭 神田 祐樹 英 語 本郷中学校より 

教諭 河村 潤子 個別支援級 港中学校より 

教諭 山口 翔 数 学 釜利谷中学校より 

教諭 本井 貴 理 科 汲沢中学校より 

教諭 加山 勝 国 語 野庭中学校より 

教諭 篠原 千優 保健体育 新採用 

教諭 小林 七海 国 語 新採用 

教諭 田中 博文 理 科 末吉中学校より 

教諭 田中 光一 初任者指導 生麦中学校より 

大正中学校教育目標 

未来に向かって心豊かにたくましく生きるために 
〇 自らの生き方を創りだし、より広く・より深く考え、課題解決に向けて粘り強く取り組

む力をつけます。（知・開） 
〇 互いの違いを認め合い、思いやりの心を持ち自他の生命と人権を大切にします。（徳・

体） 

〇 あいさつを大切にし、社会への視野を広げ、地域や社会に貢献できるようにします。

（公・開） 



 

【離・退任学校教職員紹介】 
長年にわたりご尽力いただいた皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございま

した。新天地でのご活躍を心よりお祈り致します。 

職 氏 名 教 科 等 転 任 先 

主幹教諭 藤森 潤子 理 科 副校長として南高校附属中へ 

教諭 小清水 康子 英 語 退職⇒大正中特別支援講師 

教諭 堂前 治美 国 語 退職 

教諭 加藤 晨伸 数 学 岡村中学校へ 

教諭 三浦 澄明 個別支援級 浜中学校へ 

教諭 梅原 愛子 保健体育 共進中学校へ 

教諭 奥平祐一郎 保健体育 平戸中学校 

教諭 法村 盛郎 初任者指導 金沢中学校へ 

教諭 府川 孝 学習支援教室 西本郷中学校へ 

ＡＥＴ コナミ チャールトン 退職 

 

【学年所属等の紹介】 
教職員一同、生徒に寄り添い、思いやりの心を持ち互いを認め合える学校・学年・クラ

スを目指します。精一杯がんばります。１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

校 長 石渡 元 （保体） 副校長  生田 秀一（英語） 

１学年 ２学年 ３学年 
学年主任 星野 真理 （音楽） 学年主任 岡村 直人 （社会） 学年主任 西村 由美 （国語） 

１組 小室 信行 （保体） １組 池田 耕輔  （数学） １組 久保 風悟 （保体） 

２組 並木 美智子（英語） ２組 篠原 千優 （保体） ２組 本井 貴   （理科） 

３組 山口 翔  （数学） ３組 成田俊太郎 （国語） ３組 鴫原 竜矢 （社会） 

４組 加藤 周人  （社会） ４組 山上 耕平  （英語） ４組 村島 由嗣 （英語） 

５組 沼田 郁  （理科） ５組 阿部健太郎  （保体） ５組 井上 靖  （技術） 

６組 神田 祐樹 （英語） 3副 栗林 聡子  （家庭） 1副 柳澤 朋子 （英語） 

7,8組    河村 潤子     渡辺 由美   古内 洋三      

3,4副 小林 七海  （国語） 4副 桶川 理沙  （理科） 3副 雨宮 学  （数学） 

5,6副 小山 翔平 （美術） 5副 加山 勝  （国語） 4,5副 長谷川 秀人（数学） 

  講師 田中 博文 （理科）   

生徒指導専任：内田 徳幸（社会）  養護教諭：室田 悦子   

特別支援教育推進：小清水 康子   初任者指導：田中 光一 

事 務：池田愼太郎  用務員：大山 豊  松井 啓子  学校司書：佐藤 真由美 

職員室業務アシスタント 鈴木 香代子  ＳＣ：林 幹夫  ＳＳＷ：佐藤 明美 

部活動指導員：陸上競技部：山田 明  バドミントン部：小寺 昭夫 

      ：吹奏楽部：秋山 純広  卓球：小川 貴行 

【大正中学校 相談窓口の紹介】連絡先：大正中学校 851-3017 
◎生活面 生徒指導専任：内田 徳幸 

◎学習面 特別支援コーディネーター：阿部 健太郎 、栗林 聡子、内田 徳幸 

  各学年担当：１年：星野 真理 ２年：岡村 直人 ３年：西村 由美 

◎健康面 養護教諭：室田 悦子 

◎セクシャルハラスメント相談 養護教諭：室田 悦子 人権教育担当：加山 勝 

◎心の悩み  スクールカウンセラー：林 幹夫 （相談室電話：851-3162） 

   尚、市教育総合相談センターの一般相談も（電話：671-3726）、ご利用になれます。 



 


