
 

  

 

 

 

杉戸町立広島中学校   発行日 平成２９年４月１０日      発行責任者  校長 田中 健寿 

 

新年度を迎えて 
桜花爛漫の春となりました。あたりを見渡しますと草木に美しい花が咲き、冬の間、春を

待っていた木の芽が芽吹き、心がわくわくするような躍動を感じます。 

本日入学の新１年生の皆さん、入学おめでとうございます。また、新２・３年生の皆さん、

進級おめでとうございます。保護者の皆様におかれましては、お子様のご入学・ご進級を心

よりお祝い申し上げます。 

本日１１８名の新１年生を迎え、在校生と合わせて、生徒数３０６名、教職員数３５名で

平成２９年度がスタートしました。 

広島中学校は、開校３６年目になります。保護者の皆様や地域の皆様方に支えられ、地域

に根ざした伝統が築かれてきた学校です。多くの卒業生が地元をはじめ、さまざまな分野で

活躍されています。現在、広島中学校で学んでいる皆さんもさまざまな力を身につけて、大

きく伸びていくことを期待しています。 

今年度のめざす学校像、教育目標は以下のとおりです。 

めざす学校像 「生徒・教師がともに学び・高め合い、生徒一人一人の個性や能力を

伸ばす学校」 

学校教育目標 「創造」 

具体目標   「自ら学ぶ生徒」「心豊かな生徒」「活動力に満ちた生徒」 

この目標に向けて、学校経営方針を次のように設定しました。 

(1) 生徒一人一人が目標を持って、自主的・継続的に学習し「学ぶ喜び・生きる喜

び」を実感できる教育活動を展開する。 

(2) ｢礼を正し、場を清め、時を守る｣を生活の基盤とし、豊かな心・たくましく生

きる力を育成する。 

(3) 心の教育を全教育活動の基盤に据え、良好な人間関係づくりを通して活動力の

ある学校づくりをめざす。 

(4) 家庭や地域との連携・協力により絆を強め、地域と共にある学校づくりを推進

する。 

この方針をもとに、知・徳・体のバランスのとれた生きる力を育成し、生徒のよさを引

き出し、さらに伸ばしていきたいと思います。 

今年度も教職員一同、力を合わせて様々な教育活動にあたります。今後とも、保護者の

皆様や地域の皆様方のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

(校長 田中健寿) 

※今年度より、特別な支援を必要とする生徒に対して個に応じた教育を行う特別支援学級が２ 学級とな

りました。学級名は｢５ 組｣｢６ 組｣です。ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。 

※４ 月１ ０ 日発行のため、地域の皆様には後ほど配布されるかと存じますが、ご了承のほどよろしくお願

いいたします。 

※広島中学校ホームページにＰ Ｄ Ｆ ファイルで掲載しておりますので、画面上で拡大してご覧いただくこともできます 



新入生１１８名 全校生徒３０６名でスタート  

４月１０日（月）第３６回入学式が盛大に挙行されました。お忙しい中、杉戸町副町長 坂田 直人様、

杉戸町教育委員会教育長 伊藤 美由紀様、杉戸町議会副議長 勝岡 敏至様をはじめ多くの来賓の方々に

参列していただき、１１８名の新入生を迎えることができました。緊張した面持ちの新入生ですが、笑

顔あふれる新しい出会いの１日となりました。 

□生徒数 

１学年 １１８名 ２学年 ９２名 ３学年 ９６名 合計 ３０６名 

 新たな先生方を迎え新年度スタート  

－平成２９年度 教職員紹介－ 
＜転出＞  

教諭 川嶋 博 杉戸・杉戸東中 教諭 水野 友貴 春日部・春日部中  

教諭 田中 幹浩 杉戸・高野台小  

＜退職＞  

教諭 松本 恵子  さわやか相談員 岡田 晴美 

＜転入等＞ 

教諭 増田 文英 杉戸・杉戸東中  教諭 深津 昌代 杉戸・杉戸中  

教諭 小峯 千輝 宮代・須賀中 

教諭 金子 穂奈美  教諭 木蜜 美生 新採用  

さわやか相談員 青木 ひろみ 教育指導補助員 大渡 祐也 

□校長・教頭 

校長 田中 健寿 教頭 渡辺 伸介 

□教務部 

主幹教諭 関口 よし子 SLCA(ALT) ジェイミー フラウド 

養護教諭 関永 京子 図書館 

支援員 

新井 恵子 

事務主査 稲野辺 真希 池谷 小百合 

さわやか相談員 青木 ひろみ 
校務員 

杉浦 千春 

スクールカウンセラー 三瓶 泰代 山田 裕正 

教育指導補助員 横井 久美 給食配膳員 福田 とも子 

教育指導補助員 大渡 祐也 非常勤講師 長澤 大幹 

□学年担当 

 
学年目標 ～各学年の願いを込めた目標スローガンです～ 
 １年：気  ２年：調和  ３年：感謝   今後は具体目標が決まり、学年一丸になって頑張っていきます。 

お知らせ ～２・３年生保護者会について～ 

 ４月１４日（金）の２・３年生保護者会にご出席できない方は、PTA の委任状の提出をお願いします。

１年生の保護者会は４月２６日(水)に行います。また、部活動保護者会を４月下旬～５月上旬に行いま

す。日程は別紙でご案内します。 

４月の予定 

 日 曜 行事 

７ 金 準備登校 

8 土 
 

9 日 
 

10 月 始業式・入学式 

11 火 
学校オリエンテーション 身体

測定 2 年 自転車通学者指導 

12 水 
給食開始 仮入部開始 

避難訓練 身体測定 13 年 

13 木 県学力学習状況調査 

14 金 2,3 年授業参観保護者会 

15 土 
 

16 日 
 

17 月 
時間割 A  

専門委員会安全点検 

18 火 全国学習状況調査 3 年 

19 水 4 時間授業 

20 木 
歯科健診 23 年 内科検診 13

年 生徒会朝会（任命式）  

PTA新旧役員会 

21 金 
離任式 生徒写真 

ふれあいデー 

22 土 
 

23 日 
 

24 月 内科検診 23 年 

25 火 交通安全指導日  

26 水 
生徒会朝会（学級委員会） 

1 年授業参観保護者会 

27 木 
歯科健診１３年 尿検査 

本入部開始（完全下校 18:05） 

28 金 尿検査 

29 土 昭和の日 

30 日 
 

１学年 組 氏名 ２学年 組 氏名 ３学年 組 氏名 

主任  目黒 勇治 主任  五十嵐 貴彦 主任  湯浅 幹雄 

担任 1 溝井 雄大 担任 1 五十嵐 貴彦 担任 1 安藤 隆 

担任 2 芝田 清二 担任 2 金子 穂奈美 担任 2 岩崎 友希乃 

担任 3 岩澤 舞 担任 3 吉田 巧 担任 3 卯木 紀子 

副担任  目黒 勇治 副担任  関口 啓二 副担任  湯浅 幹雄 

副担任  小峯 千輝 副担任  吉川 真由美 副担任  関口 美弘 

□特別支援学級 副担任  萩原 永子 

主任  増田 文英 ５組  木蜜 美生 ６組  深津 昌代 


