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 長く、 

 春も深まり、花々がふくよかな香りを放

つ季節になりました。皆様にはご健勝のこ

ととお慶び申し上げます。 

 保護者の皆様にはお子様のご入学、ご進

級を心よりお祝い申し上げます。 

 私は再任用校長として、宗岡第二中学校

がコミュニティスクールとして発足し、地

域の学校として更なる発展を遂げるよう

微力を尽くしていく決意を新たにしたと

ころです。新しく迎えた教職員とともによ

ろしくお願いします。 

 さて、今年度は新入生 109 名を迎え３ク

ラス、2 年生 125 名４クラス、3 年生 119

名３クラス、合計 353 名、10 クラスで平

成 29 年度をスタートします。 

教職員の異動は、転退職者が 10 名、転

入・新採用者は 11 名となりました。詳し

くは裏面をご覧ください。 

            

 

 

 

             入学式の 

             様子です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今年度の重点目標を「学力・体力の向上

を図るため安心して学べる環境を整える」

とし、スローガンを「元気なあいさつ、歌

声ひびき、華のある学校」として年度当初

の職員会議に示しました。 

 学習の場では、生徒が柔軟に考え、失敗

し、間違ったとしても、そこから適切なも

のを見つけ出す過程を大事にしたいと思

っています。それには、間違えると恥ずか

しい。失敗するのは嫌だ。他の人から笑わ

れる等の心配があっては上手くいきませ

ん。生徒同士、教師と生徒の人間関係が良

好でなければならないと考えています。 

 今回、3 月 28 日（火）に「人間関係づ

くり」に関する実技研修会を実施しました。 

 直ぐに効果は現れないかもしれません

が、ユニバーサルデザインを取り入れた授

業方法の工夫にも取り掛かるつもりです。 

☆コミュニティスクールとして学校運営

協議会と一体となって、教育の工夫改善に

取り組み、年度末には「宗岡第二中学校に

通わせて良かった」と評価されるように努

めてまいります。変わらぬご支援・ご協力

をよろしくお願いします。 

平成 2９年度も宜しくお願いします 
 

             校長  木村 実 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自ら学び考える生徒 

学校教育目標：心豊かな優しい生徒  

       明るく元気な生徒  

 



お世話になりました。  

＜転退職された先生方＞ 

 教諭 新城 哲治 （教育相談センタ-支援員へ） 

 教諭 木村 誠  （志木中へ） 

 教諭 北村 晶  （宗岡中へ） 

 教諭 進藤 彩恵 （志木中へ） 

 教諭 今池 美はる（宗岡中へ） 

  教諭 杉本 真悟 (和光市立第三中へ） 

 教諭 鈴木 淳子 （任期満了） 

  生きる力推進教員 鈴木 明枝（宗岡中へ） 

 図書相談員 伊藤公子（荒川区立第一中へ） 

＜新転任された先生方＞ 

 教諭 小太刀 健斗(新採用） 

 教諭 竹松 明香 （新採用） 

 教諭 忽滑谷 和正（和光市立大和中より） 

 教諭 西連寺 英範（志木中より） 

 教諭 三上 恭子（長期研修から復帰） 

 教諭 齋藤 涼太 （欠員補充） 

 非常勤講師 原嶋 実喜（欠員補充） 

 非常勤講師  渡会 孝（再任用） 

 図書相談員 島根 純子（新採用） 

  平成２ ９ 年度教職員組織  

＜学年外教職員＞ 

校長 木村 実    

教頭 逸見 淳 

教務主任 松井 祥（音楽、吹奏楽部） 

養護教諭 石原 さやか 

県費事務主査 飯田 剛史 

市費事務職員 大平 祐子 

栄養士 坂本 聖 

用務員 田澤 美典 

相談員 服部 薫・小峰 隆司 

支援員 都築 昇子 

図書相談員  島根 純子 

スクールカウンセラー マーシャル理恵子 

給食調理員 小椋 久美子、佐藤 真澄 

（東洋食品）秋田 めぐみ、森 桂子 

小林 由起子、柳瀬 理美 

初任者補充 渡会 孝 

ＡＥＴ   Greg Jhonston（英語） 

＜１学年教員＞ 

学年主任･副担任 西連寺 英範(国語、技術家庭科部) 

１組担任 大山 智史(保体、男子ﾊﾞｽｹｯﾄ部） 

２組担任 駒形 遼(家庭科、バレー部）  

３組担任 須田 千尋（社会、女子ﾊﾞｽｹｯﾄ部） 

副担任  齋藤 涼太（数学、野球部） 

副担任  鈴木 友香子（英語、卓球部）  

 

＜２学年教員＞ 

学年主任･3 組担任 都築 克宏(数学、女子ﾊﾞｽｹｯﾄ部） 

１組担任 忽滑谷 和正(技術、男子ﾊﾞｽｹｯﾄ部） 

２組担任 八嶋  由紀子(英語、吹奏楽部） 

４組担任 丸山 夏実（理科、ソフトテニス部） 

副担任  大宮 由紀子（国語、卓球部） 

副担任  小太刀 健斗（保体、サッカー部） 

副担任   原嶋 実喜(音楽) 

＜３学年教員＞ 

学年主任･3 組担任 飯塚 喜大（社会、サッカー部） 

１組担任  野村 真理(保体、バレーボール部) 

２組担任  飴田 拓麻(数学、野球部） 

副担任 宮嶋 龍介（理科、サッカー部） 

副担任 竹松 明香（美術、美術部） 

副担任 三上 恭子（英語、ソフトテニス部） 

１ 年間、よろしくお願いいたします。 

 

４、５月の主な行事予定 

日 曜 行    事 

4/10 月 始業式、入学式 

１１ 火 短縮･２，３年身体測定 

１２ 

 

水 

 

短縮・生徒会部活動オリエンテー

ション・１年身体測定 

１３ 

 

木 

 

給食開始、全学年県学習状況調査

（６時間） 

１４ 金 ６時間 

１７ 月 生徒写真撮影 

１８ 火 ３年全国学習状況調査 

１９ 水 専門委員会 

２０ 木 保護者会、全学年眼科検診 

２１ 金 全学年耳鼻科検診 

２５ 火 尿検査(１次) 

２６ 水 ＰＴＡ送会、３年内科検診 

２８ 金 離任式 

5/2 

 

火 

 

部活動保護者会，ＰＴＡ歓送迎会 

１０ 水 全校集会、生徒総会 

１１ 

 

木 

 

歯科検診、全学年歯科検診、１年心

臓検診 

１７ 水 専門委員会 

１８ 木 生徒集会、体育祭予行 

１９ 金 体育祭準備 

２０ 土 体育祭(弁当持参･雨天延期） 

２３ 月 振替休日・通信陸上 

２４ 水 ２年内科検診 

３０ 火 尿検査２次 

 


