
生活行動目標
○無言集会を身につけよう

○時間を守って登校しよう

学校教育目標

磨き合う
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

三郷市立彦糸中学校だより

平成３１年４月号
三郷市彦成３－１４－４
TEL. ０４８（９５７）１２１５

生徒数

１４０名
１年 ６６名
２年 ２８名
３年 ４６名

５ 目指す学校像

「生徒が通いたい 保護者が通わせたい 職員が働きたい」と
思える魅力あり、信頼される学校

〇生徒が主役の安心・安全で美しく潤いのある学校
〇学力を最大限に伸ばす教育活動を展開する学校
〇豊かな心と健やかな体の育成のため、
道徳教育と地域貢献活動を
重視する学校

〇保護者・地域から信頼され、
生徒が誇りに思える学校

ありがとうございました。
そしてよろしくお願いします。
【転出・退職】
新坂 晃良 校長：越谷市立北陽中学校へ

伊藤 裕介 主幹教諭：越谷市立中央中学校へ

三浦 岳彦 教諭：越谷市立東中学校へ

満潮 智仁 教諭：三郷市立北中学校へ

弘田 将嗣 教諭：加須市立北川辺中学校へ

饗場 大 教諭：三郷市立南中学校へ

黒崎はるか 教諭：三郷市立前川中学校へ

渋谷 克実 教諭：退職

岡本奈緒美 相談員：三郷市立早稲田中学校へ

ザッカリー・グリフィン ALT：退職
【転入・新採用】
三浦 力 校長：春日部市立谷原中学校より

小林 勇介 教諭：三郷市立前川中学校より

岸本 聡壮 教諭：加須市立加須東中学校より

柏 ひとみ 教諭：三郷市立彦成中学校より

蜂谷 祐介 教諭：三郷市立早稲田中学校より

酒井 君予 教諭：三郷市立前川中学校より

篠田 綾乃 教諭：三郷市立戸ヶ崎小学校より

保坂 聖也 教諭：新採用

西川 温子 相談員：新採用

ロシェル・エヴァンス ALT：三郷市立彦成中学校より

日 曜 ４ 月 の 行 事 予 定

1 月 春季休業日

2 火

3 水

4 木

5 金 準備登校 自転車点検

6 土

7 日

8 月 第３９回入学式・第１学期始業式

9 火 発育測定・視力検査 自転車点検

10 水 給食開始・糸中オリエンテーション①

11 木 埼玉県学力学習状況調査・交通安全教室
12 金 糸中オリエンテーション②
13 土
14 日
15 月 全校保護者会・聴力検査１年 時間割開始
16 火 防災訓練６校時 総合健診１年
17 水 専門委員会 聴力検査３年
18 木 全国学力学習状況調査（３年）・実力テスト（１，２年）

19 金 パラリンピック教室 ふれあいデー
20 土
21 日
22 月 内科検診１年
23 火
24 水
25 木
26 金 部活動保護者会・内科検診（２，３年）
27 土
28 日
29 月 昭和の日
30 火 休日
＜５月の主な行事予定＞
５月１０日(金)中間テスト・離任式・ＰＴＡ総会

１５日(水)通信陸上市内予選会
１８日(土)小中合同運動会
２０日(月)小中合同運動会振替休日
２７日(月)～２９日（水）修学旅行

転退職職員と転入・新採用職員

「着任のご挨拶」

謹啓
桜の花びらが舞い、春の訪れが心地

よく感じられます。皆様にはますますご
健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、私こと、このたび４月１日付に三

郷市立彦糸中学校長を拝命いたしまし
た。素晴らしい教育環境を達成している
同校に着任した喜びは申し上げるまで
もありませんが、同時に、その責務の重大さに身のひきしまる思いがいた
します。
学校は「生徒一人一人を認め、生かし、伸ばすところ」です。校訓であ

る「大樹に育て」という伝統を継承し発展させるために、生徒、保護者、地
域の方と教職員が一丸となり、教育活動を進めてまいります。
甚だ微力ではございますが、諸先輩諸先生の偉大な功績を受け継ぎ、

本校の発展と三郷市教育の充実のために、専心努力する所存です。
今後も一層のご指導ご鞭撻を賜りたく衷心よりお願い申し上げます。

謹白
平成３１年４月吉日 校長 三浦 力

「平成３１年度学校経営方針について」

１ 学校経営の基本方針
三郷市の教育「かけがえのない子らの命あずかり夢を育む教育」を理

念とし、教育行政重点施策「４つの礎」「チャレンジ５」により、生徒、保護

者及び地域に開かれた特色ある教育活動を展開します。
（１）生徒の育成をすべての取組の中心に据える（頭・心・体の育成）
変化の激しい社会で生きて働く力を育成するために、確かな学力の育

成・正しい規範意識の育成・個性の伸長を図ります。また、生徒一人一人
に応じた指導を重視し、心身共に健康で心豊かな生徒の育成を図りま
す。
（２）教職員と生徒の一層の信頼関係を築く（信頼こそ教育の原点）
全教育活動をとおして、信頼と尊敬を得る人間として望ましい感覚を身

につける教育を推進します。
（３）教職員相互、教職員と保護者、地域等との行動連携を図る
職員相互の信頼と協力、保護者及び学校関係諸団体・機関等との行

動連携を密にし、その理解と協力のもとに学校経営の円滑化、能率化、
活性化を図ります。

２ 経営理念 教育とは
「生徒一人一人を認め、生かし、伸ばす活動」である。

３ 学校教育目標 「磨き合う糸中」
学ぶ糸中 心の糸中 鍛える糸中

４ 目指す生徒像 「将来の夢や可能性を追求する生徒」
〇学び続け、自分の言葉で発言する生徒（話）
〇わかり合う、心温かな生徒（和）
〇社会の一員として貢献する生徒（輪）



教務主任 小林勇介
教務主任として赴任しまし

た小林勇介（こばやし ゆう
すけ）と申します。皆さんと
の出会いを楽しみに前川中学
校から参りました。英語を担
当させていただきます。いつ
までも、生徒の皆さんと一緒
に成長できるよう、一つ一つ
頑張ります。よろしくお願い
いたします。

１年学年主任 １組担任
岸本聡壮

加須市立加須東中学校から
参りました岸本聡壮（きしも
と としあき）です。新しい
元号が始まるこの年に彦糸中
学校の着任したことをうれし
く思います。担当教科は社会
です。よろしくお願いします。

３組担任 柏 ひとみ

はじめまして。お隣の彦成
中から参りました。特別支援
学級と保健体育を担当します。
皆さんと共に過ごす日々が楽
しみで仕方ないです。どうぞ
よろしくお願いします。

１年副担任 保坂聖也
はじめまして。美術を担当

する保坂聖也です。分からな
いことだらけだと思いますが、
一つ一つのことに精一杯向き
合っていきたいと思います。
これから皆さんと彦糸中学校
で日々生活していく中で生ま
れる気持ち・感情を大切にし
ていきたいです。気軽に話しか
けてください！よろしくお願い
します。

平成３１年度 転入職員からのあいさつ

校長 三浦 力 （みうら つとむ）
教頭 鈴木 勝浩 （すずき かつひろ）
教務主任 小林 勇介 （こばやし ゆうすけ）
１学年主任 岸本 聡壮 （きしもと としあき）
２学年主任 北野 勝利 （きたの かつとし）
３学年主任 高橋 純子 （たかはし じゅんこ）
３組担任 柏 ひとみ （かしわ ひとみ）
生徒指導主任 鈴木 将 （すずき しょう）
進路指導主事 高橋 純子
養護教諭 栁田かおり （やなぎだ かおり）
事務主幹 宇田川真知子（うだがわ まちこ）
１年１組担任 岸本 聡壮
１年２組担任 佐々木菜摘 （ささき なつみ）
１年副担任 酒井 君予 （さかい きみよ）
１年副担任 保坂 聖也 （ほさか せいや）
２年１組担任 北野 勝利
２年副担任 松尾 健太 （まつお けんた）
２年副担任 篠田 綾乃 （しのだ あやの）
３年１組担任 高橋 純子
３年２組担任 鈴木 将
３年副担任 吉岡 希 （よしおか のぞみ）
３年副担任 蜂谷 祐介 （はちや ゆうすけ）
非常勤講師 坂野 靜雄 （さかの しずお）
学校給食事務員 髙野 彩子 （たかの あやこ）
学校校務員 柴﨑 智美 （しばさき ともみ）
さわやか相談員 西川 温子 （にしかわ はるこ）
スクール
カウンセラー 鷲尾 一世 （わしお いちよ）

学校図書館司書 柴垣 香奈 （しばがき かな）
ALT ロシェル・エヴァンス

４月５日（金）は準
備登校でした。新２，
３年生が登校し、８日
に入学する１年生のた
めに、体育館での式場
設営をはじめ、校舎内
外を清掃しました。進
んで気持ちよく働く 3
年生、 2 年生の姿をた
くさん見ることができ
ました。２，３年生の

温かな心は、新入生や保護者のみなさまに、きっと伝わ
ることでしょう。立派な入学式の会場ができました。３
年生、２年生のみなさん、本当にありがとう！

平成３１年度 彦糸中学校 教職員
ベストな環境でチャレンジ！を合い言葉に、学習環境を整

え、学力向上に力を入れて取り組み、小さな自信の積み重ね

から、大きな誇りをもつ生徒を育てます。

３年生、２年生のみなさん、
準備登校、ありがとうございました。
立派な入学式の会場ができあがりました。

３年副担任 蜂谷祐介

三郷市立早稲田中学
校から参りました蜂谷
祐介です。教科は国語
です。みなさんのサポ
ートをできるよう頑張
りますので、よろしく
お願いします。

１年副担任 酒井君予
三郷市立前川中学校

から参りました。教科
は理科です。身の回り
の 科 学 に 「 何 で だ ろ
う？」と関心を持つと
理科が楽しくなると思
います。一緒に楽しく
理科を勉強していきま
しょう。よろしくお願
いします。

２年副担任 篠田綾乃
三郷市立戸ヶ崎小学

校から参りました篠田
綾乃です。教科は音楽
を担当します。みなさ
んと楽しい音楽の時間
が作れるよう、これか
ら１年間、いつも明る
くい元気よく！全力で

頑張ります！よろしくお願いします。
※さわやか相談員の西川さんと ALT のロシェル・
エヴァンスさんは次号で紹介します。

「彦糸中安心メール」登録のお願い

本校では、緊急時の情報提供の手段として一斉配信される
「彦糸中安心メール」を利用しています。 提供する情報は、
地震発生、不審者情報、生徒の安全確保等のために必要と
判断された内容と、行事や諸連絡に使用されます。下記の
アドレスに空メールを送信し、返信メールで御登録くださ
い。

hki@ansin-anzen.jp（すべて半角文字で）
どうぞ、よろしくお願いします。
本日、１年生のお子様には「彦糸中安心メール」
の登録についてのお知らせを、２，３年生のお子様
には「彦糸中安心メール」の登録変更についてのお
知らせを配付しました。
「彦糸中安心メール」の登録の仕方の手順に従っ

てご登録くださるようお願いいたします。


