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学校教育目標
★自ら学ぶ生徒

★豊かな心を持つ生徒

★心身を鍛える生徒

～あはは学校・

あいう学校の栄中～

「心がけよう！毎日登校、学力向上、チャレンジ精神」

～ 入 学 式 ・始業式の式辞より要約 ～ 校長 大 橋 均

平成２５年度が、スタートしました。９名の新しい教職員を迎え、今年度も「自
ら学ぶ生徒・豊かな心を持つ生徒・心身を鍛える生徒」を学校目標として、教職員
一丸となって学校経営を推進して参ります。どうぞよろしくお願いします。

本日は始業式に引き続き、多くの御参会の方々のご協力により、平成２５年度三
郷市立栄中学校第４０回入学式を無事に挙行することができました。ありがとうご
ざいました。そのときの式辞を要約しました。ご一読ください。

１３５名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。中学校の生活は、小学
校の時と大きく変わります。そこで、充実した中学校生活を送るために、皆さんに
心がけてほしいことを３つ話します。

まず１つめは、「生涯にわたって学び続けるための基礎・基本をしっかり身につけ
てほしい」ということです。中学校では、教科ごとに専門の先生が学習の仕方を教
えてくれます。自ら課題を見つけ、様々な学習資料を駆使しながら課題解決し、学
ぶことの楽しさや喜びを十分に味わえるようになってください。

２つめは、「自分の個性を伸ばしてほしい」ということです。運動が得意な人、音
楽が得意な人、美術が好きな人など、それぞれ自分の得意とするものを十分に伸ば
してください。「この世は私が私になるところ、あなたがあなたになるところ」と
は、書家で詩人でもある相田みつおさんの言葉です。中学校での様々な体験を通し
て、自分らしさを磨き上げてください。

３つめは、「失敗を恐れず、何事にもチャレンジする気持ちを持ち続けてほしい」
ということです。どんなに努力してもうまくいくとは限りません。「失敗は成功の
母」と言います。何度失敗しても腐ることなく、市民ランナーとしてくじけること
なく、数多くのマラソン大会で優勝している川内優希さんの頑張りを見習ってほし
いと思います。まず毎日元気に学校に来よう。来れば何かきっといいことがありま
す。 また、中学校のスタートにあたり、今日のこの新鮮な気持ちを持ち続けてくだ
さい。きっと良い中学校生活が送れることと思います。

次に保護者の方に申し上げます。本日はお子様のご入学、誠におめでとうござい
ます。感激もひとしおのことと存じます。これからの３年間、お預かりしたお子様
が満足した笑顔に喜びが感じられるような、充実した学校生活が送れるよう教職員
一同努力して参ります。さらに、中学校では教科書が小学校に比べ、ページ数も多
く、内容も盛りだくさんとなっています。確かな学力を身につけるためにも、必ず
家庭学習の時間を確立させてください。お願いいたします。

さて、２年生、３年生の皆さん、進級おめでとうございます。入学式に向けての
５日の準備、立派でした。ありがとう。いよいよ新学期のスタートです。３年生は
最上級生として、本校を代表する顔とも言うべき存在です。是非学校全体の模範に
なってください。２年生は、学校の中核として１年生をリードし、積極的に学校生
活を送ってください。２年生、３年生ともに、新入生を迎え、新たな決意のもと、
充実した学校生活を送ってほしいと思います。

終わりに、今後とも「教育は共育なり」の考えのもと、生徒理解に努力して参り
ます。保護者の皆様には、本校教育の進展のために、今後ともなお一層のご支援ご
協力をよろしくお願いいたします。

昨年度末、１０名の教職員が栄中を去られ、今年度新たに９人の教職員をお迎えし、新

生栄中学校がスタートしました。生徒数は１年生１３５名、２年生１４２名、３年生１４

５名の計４２２名です。よろしくお願いいたします。

＜栄中学校を去られた先生方＞

＜栄中学校にお見えになった先生方＞

本 日 、 第 ４ ０ 回 入 学 式 ・ 平 成 ２ ５ 年 度 １ 学

期始業式～素晴らしいスタートを切りましょう

小林 真樹 教諭 三郷市立南中学校へ 稲垣 英樹 教諭 三郷市立北中学校へ
坂巻 勝 教諭 八潮市立潮止中学校へ 鈴木 美紀 教諭 越谷市立栄進中学校へ
今野 和夫 教諭 再任用任期 満了 吉田紀美枝 教諭 三郷市立後谷小学校へ
佐野 孝一 教諭 三郷市立南中学校へ 櫻田 隆平 教諭 三郷市立早稻田中 学校へ

《その他の教職員》
安塚 紋 学校司書 三郷市総括担当責任者へ
清水 希巳子 スクール・カウンセラー

ありがとう
ございました!

吉川市立南中学校から参りました、中島直子と申します。生徒の皆さんと一緒に

たくさんの思い出をつくっていきたいと思います。これから、どうぞよろしくお願

い致します。

中島 直子 先生

前川中学校から来ました佐藤です。充実した中学校生活を送ることができるよ
うに一緒に頑張っていきましょう。

よろしくお願いします。
佐藤 美奈子 先生

市内の北中学校から異動して参りました三浦岳彦と申します。担当教科は社会科
です。何事にも“一所懸命”努力していこうと思いますので、よろしくお願い致し
ます。

三浦 岳彦 先生

越谷市立南中学校から来ました理科の田邉奈央です。学校に来て初めて目にした
掲示物で栄中ギネスやボランティア活動など、生徒の皆さんが一生懸命チャレンジ
していることを知りました。そのような活動をしている栄中の一員になれたことを
嬉しく思います。しかし、わからないことがたくさんあります。一つ一つ覚えてい
きたいです。みなさん優しく教えてください。これからよろしくお願いします。

田邉 奈央 先生

春日部市立春日部中学校より参りました、長嶋真平です。英語科を担当します。
好きな言葉は『勇往邁進』（ゆうおうまいしん）
熱い学校生活を栄中のみなさんとともに送っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

長嶋 真平 先生



その他に、まだ未定ですが、スクールカウンセラーさんがおります。

＜平成２５年度 職員組織＞

校長：大橋 均 教頭：浅賀公彦 教務主任：橋本 徹 養護教諭：小林祐紀

事務主任：山下大輔 さわやか相談員：佐々木る美子 スクールカウンセラー：未定

ＡＥＴ：アンドリア・シモンズ 給食事務：秋庭之子 校務員：池豊子

◆ 学年主任

１年 ２年 ３年

１組 ◆石川 広数（数学） １組 香山 誠（美術） １組 山崎 純（理科）

２組 佐藤美奈子（音楽） ２組 堀越 絵美（保体） ２組 後藤 美果（国語）

３組 髙橋 美紀（英語） ３組 田邉 奈央（理科） ３組 植野香緒里（家庭）

４組 中島 直子（国語） ４組 ◆北野 勝利（数学） ４組 田島 政道（技術）

副担 谷口 公平（理科） 副担 斉藤 晃嗣（国語） 副担 長嶋 真平（英語）

〃 岩田彦太郎（社会） 〃 渡辺 由和（英語） 〃 田中 裕子（数学）

〃 三浦 岳彦（社会） 〃 ◆木村 武志（社会）

初めまして、数学の授業を担当します、田中裕子です。栄中のみなさんと楽し
く学校生活を送っていきたいと思っています。数学の授業では、少しでも分かりや
すく、楽しんで勉強できるように努力していきますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

田中 裕子 先生

栄中学校の皆さん、初めまして。戸ヶ崎小学校から来ました斉藤です。

皆さんとは、国語を一緒に勉強していきます。

勉強や部活動、行事と盛りだくさんである中学校生活を皆さんと毎日元気に

過ごしていきたいと思います。よろしくお願いします。

斉藤 晃嗣 先生

初めまして。理科を担当させて頂きます谷口公平です。理科は身近に起きてい
る現象がどのような仕組みによって起きているのかを知るための授業だと思ってい
ます。複雑に見える現象も実は単純な仕組みであったり、その反対に単純だと思っ
ていたものが実は複雑であったりします。
そういった発見を一緒にしていきましょう。

谷口 公平 先生

４月よりメディアセンターの図書館司書になりました中谷ますみです。読み聞
かせのボランティアもしていたので絵本には詳しいのですが、皆さんがよく読まれ
る本もこれからはどんどん読んでいきたいと思います。栄中学校にもたくさんいい
本が揃っています。ぜひメディアセンターにもいらしてください。そして、よかっ
たなと思った本はぜひ教えてください。これから主に、月曜日と木曜日にメディア
センターにおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

中谷 ますみ 学校司書

本校のホームページでは、生徒の活動の様子や、学校からのお知らせを毎日配信しております。

ぜひアクセスいただきますようお願いいたします。

生徒の学校生活の様子がおわかりいただけると思います。保護者の皆様や地域の皆様に栄中学校の

様子を知って頂けるよう工夫して配信して参りたいと思います。

また、メール配信の手続きが済み次第ご連絡いたしますので、登録もよろしくお願いいたします。

ホームページアドレス www.edu.city.misato.lg.jp/sakaechu/

「三郷市立栄中学校」 ※更新しています

の予定 ○○祝・進級/入学○○
日 曜日 学 校 行 事 等 日程変更等

５ 金 準備登校

６ 土

７ 日

８ 月 始業式・入学式、登校指導

９ 火 身体測定・視力検査・教科書配布・避難訓練・職員会議

１０ 水 給食開始・全校保護者会・生徒手帳写真撮影 学年時間割・ 45 分

１１ 木 総合検診（１年）音楽集会（２・３年） 学年時間割

１２ 金 全校オリエンテーション・新入生歓迎会・ＰＴＡ理事会 学年時間割

１３ 土

１４ 日

１５ 月 部長会 学年時間割

１６ 火 集金日（８：００登校）、市教研主任会 学年時間割・ 45 分５時間

１７ 水 集金予備日、市教研主任会（教科） 学年時間割・ 45 分５時間

１８ 木 歯科検診（１－１・２・３） A 時間割スタート、専門委員会

１９ 金 聴力検査（１・３年）、育成会役員・理事会

２０ 土

２１ 日 資源回収・花咲かせ隊

２２ 月 生徒朝会・安全点検日、職員会議

２３ 火

２４ 水 宿泊学習（１年）・全国学力調査（３年）

２５ 木 宿泊学習（１年）・埼玉県学習状況調査（２年）

２６ 金 離任式・ＰＴＡ総会

２７ 土

２８ 日 資源回収予備日

２９ 月 祝日（昭和の日）

３０ 火 内科検診（２－３・４、３－１）

学力向上の基盤は

授業規律にある!

“チャイム・あいさつ・

聴く姿勢”

栄中ホームページへアクセスをお願いします


