
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
令和２年４月号
三郷市彦成３－１４－４
TEL.０４８（９５７）１２１５

生徒数
１６９名

１年 ７６名
２年 ６６名
３年 ２７名

【転出・退職】
蜂谷 祐介 教諭：三郷市立前川中学校へ
篠田 綾乃 教諭：吉川市立東中学校へ
柴﨑 智美 校務員：退職
髙野 彩子 給食事務：市立瑞穂中学校へ
柴垣 香奈 図書館司書：市立前川中学校へ
鷲尾 一世 スクールカウンセラー：

三郷市立北中学校へ
【転入・新採用】
進士 七虹 教諭：吉川市立南中学校より
篠崎 麻希 教諭：三郷市立北中学校より
佐藤美千代 給食事務：市立南中学校より
白石ミサヲ 校務員：新採用
柳田まさ子 校務員：新採用
稲川 貴大 スクールカウンセラー：新採用
會田美佐代 拠点校指導員：新採用

図書館司書：

彦糸中のために、本当にありがとうございま
した。特に校務員の柴﨑さんは、10年間の長き
にわたり、彦糸中を支えてくださいました。髙
野さん、鷲尾さんのお写真は裏面に掲載します。

転退職職員と転入・新採用職員
日 曜 ４ 月 の 行 事 予 定

1 水 春季休業日
2 木
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水 臨時休業日（感染症拡大防止に伴う休業）
9 木
10 金
11 土
12 日
13 月
14 火
15 水
16 木
17 金
18 土
19 日
20 月
21 火
22 水
23 木
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火
29 水
30 木
＜５月の主な行事予定＞
５月６日(水)まで
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に伴う臨時休業

５月７日（木） 始業式・入学式
（詳しい案内は、HP並びにメール配信します。）

地域と共に歩む 笑顔あふれる 活力ある学校
校長 三浦 力

柔らかな春の日差しや色とりどりに咲く草花
が子供たちの新たな出発を祝っています。
保護者の皆様、お子様のご入学、ご進級おめ

でとうございます。また、地域の皆様におかれ
ましては、ますますご健勝のこととお喜び申し
上げます。
さて、本年度は、新入生７６名を迎え、生徒

数１６９名、教職員数２５名、６学級で令和２年度の彦糸中学校をスタートし
ました。教職員一同、心を一つにして保護者の皆様、地域の皆様の信託に応え、
信頼され、誇りと思える学校づくりに取り組んでまいります。

令和２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緊密にし、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 "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」（３つのわ）

○学び続け、自分の言葉で発言する生徒（話）
○わかり合う、心温かな生徒（和）
○社会の一員として貢献する生徒（輪）

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」と思える魅力があり、

信頼される学校
○生徒が主役の安心・安全で美しく潤いのある学校
○学力を最大限に伸ばす教育活動を展開する学校
○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
○保護者・地域から信頼され、生徒が誇りに思える学校

新たなメンバーを加え、一致団結して教育活動を推進してまいります。本年も、
保護者・地域の皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。



３年副担任 篠崎麻希
三郷市立北中学校から参り

ました。篠崎麻希です。教科
は国語です。皆さんと一緒に
楽しく国語を学んでいきたい
と思っています。初めてで分
からないことも多いのです
が、皆さんと共に成長できる
ように一生懸命頑張ります。
よろしくお願いします。

１年副担任 進士七虹
吉川市立南中学校から参

りました。進士七虹です。
教科は音楽を担当します。
先が分からず不安な日々が
続きますが、１日でも早く
皆さんに会える日を楽しみ
にしています。一緒に音楽
の授業を楽しみましょう。
♪よろしくお願いします。

学校校務員 白石ミサヲ
学校校務員として、４月か

らお世話になります白石ミサ
ヲと申します。
日々の雑役を担当させて頂

きます。皆様方の学校生活を
陰ながらお手伝いさせていた
だきます。
どうぞ、宜しくお願いしま

す。

学校校務員 柳田まさ子
はじめまして。校務員の柳

田まさ子です。
お仕事を一生懸命覚えて頑

張ります。
何か困ったことがありまし

たら、気軽に声をかけてくだ
さいね。
よろしくお願いします。

令和２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 高橋 純子 （たかはし じゅんこ）
２学年主任 岸本 聡壮 （きしもと としあき）
３学年主任 北野 勝利 （きたの かつとし）
３組担任 柏 ひとみ （かしわ ひとみ）
（特別支援学級担任）
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 高橋 純子
１年２組担任 鈴木 将 （すずき しょう）
１年副担任 吉岡 希 （よしおか のぞみ）
１年副担任 進士 七虹 （しんじ ななこ）
２年１組担任 岸本 聡壮
２年２組担任 佐々木菜摘 (ささき なつみ）
２年副担任 酒井 君予 （さかい きみよ）
２年副担任 保坂 聖也 （ほさか せいや）
３年１組担任 北野 勝利
３年副担任 松尾 健太 （まつお けんた）
３年副担任 篠崎 麻希 （しのざき まき）
非常勤講師 坂野 靜雄 （さかの しずお）
給食事務 佐藤美千代 （さとう みちよ）
学校校務員 白石ミサヲ （しらいし みさお）
学校校務員 柳田まさ子 （やなぎだ まさこ）
さわやか相談員 西川 温子 （にしかわ はるこ）
スクール 稲川 貴大 （いながわ たかひろ）
カウンセラー

学校図書館司書
ALT ロシェル・エヴァンス
拠点校指導員 會田美佐代 （あいだ みさよ）

４月１日、校長室で行われた着任式の様子です。新
しいみなさんを、教職員でお迎えしました。校長先生
からは激励の言葉がありました。

給食事務
佐藤美千代

三郷市立南中学校
から参りました給食
事務の佐藤美千代で
す。安心・安全のお
いしい給食を皆さん
に提供できるよう、
頑張りますので、宜
しくお願いします。

鷲尾さんとは、きちんとしたお別れができなくてす
みませんでした。北中でも頑張ってください。

「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配付しました。「彦糸
中安心メール」の登録の仕方に従って、ご登録くだ
さるようお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症拡大による防止策のた
めに、保護者の皆様、生徒の皆さんには、大変ご
迷惑をおかけしております。彦糸中からの情報は
学校HPに掲載しますので、そちらをご覧ください。
http://www.edu.city.misato.lg.jp/hikoitochu/
また、彦糸中安心メールでも、随時お知らせい

たします。新入生の保護者の皆様は、新規のご登
録をお願いします。また、新２，３年生の保護者
の皆様は、新しい学年に登録し直す必要はござい
ません。学校の方で、一括して、学年を直させて
いただきます。よろしくお願いいたします。

髙野さんと鷲尾さん ありがとうございました

令和２年度 彦糸中学校 教職員
三つの「わ」を合言葉に、生徒・保護者の皆様との信頼

関係を大切にして、日々の教育活動に取り組んでまいります。
学力の向上に力を入れ、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。








