
 

 

 

 

 

 
 
 ここ何日かの強風で桜の花びらもかなり舞い落ちはしましたが、春らしい穏やかな日も多くな 
り、いよいよ令和２年度がスタートしました。 
 １年生の皆さん、保護者の皆様、御入学おめでとうございます。２年生、３年生の皆さん、保 
護者の皆様、進級おめでとうございます。また、地域の皆様には本年度も本校生徒たちへの御支 
援をどうぞよろしくお願いいたします。 
 令和２年度も栄中の学校教育目標は「溌剌颯爽」～熱意・誠意・鍛錬～ です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、本校教育の基本方針として、本年度で２０年目を迎える 

 

 

 

 

 

も大切にしながら教育活動を進めてまいります。 

 昨年度３月からの臨時休業により、多くの影響が考えられますが、間違いなく令和２年度がス 

タートし、１７０名の新入生が入学して中学生としての生活がスタートしました。また、在校生 

についてもそれぞれが進級し、第２学年、第３学年としてのスタートとなりました。影響を最小 

限にするよう、自宅等で可能な範囲で学校再開に向けての精一杯の準備を進めてほしいと思って 

おります。頑張った自分と怠けてしまった自分とでは、１か月後にはこれまで以上の大きな差と 

なって表れます。「同じやるなら・・・。」と前向きな気持ちで頑張ってほしいと思います。 

 保護者の皆様、地域の皆様、令和２年度も本校教職員一丸となって「生徒一人一人が自分自身 

の成長を感じられる栄中学校」であるよう頑張って参りますので、御支援、御協力の程よろしく 

お願いいたします。 

 

現段階の予定です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る国や埼玉県、三郷市全体の動向

により、変更がある場合があります。必要に応じて、メール配信や学校のＨＰでご確認ください。 

 

令和２年度の職員紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 学 校 行 事 等 

 １ 水  

 ２ 木  

 ３ 金  

 ４ 土  

 ５ 日  

 ６ 月  

 ７ 火 準備登校 

 ８ 水 臨時休業（感染症拡大防止対策による） 

４月８日～５月６日まで 

 ９ 木  

１０ 金 メール登録締め切り 

１１ 土  

１２ 日  

１３ 月 教科書配付（２年生・３年生） 

１４ 火 ２・３年生の今後の予定のお知らせ 

（一斉メール及び学校ホームページ） 

１５ 水  

１６ 木 教科書配付（１年生） 

１７ 金 ２・３年生の今後の予定のお知らせ 

（一斉メール及び学校ホームページ） 

１８ 土 資源回収（中止） 

１９ 日  

令和 2年 4月 9日 第 1号  生徒数 1年 170名 2年 134名 3年 102名 計 406名 

「準備を着々と」 
校長 小堺 正之 

学校教育目標 について 

美しい花は、水を与え、肥料をやり、虫を除

け、丹精を込めて育てなければ花咲かない。人

間の心もそれと同じである。放っておくと雑草

が生える。 

心の花を咲かせるためには、いつも気持ちを

さわやかにしておく。いつも颯爽とした気分で

いる。溌剌颯爽こそ、心の雑草を取り、心の花

を咲かせるために欠かせない必須の条件であ

る。 

（「小さな人生論」藤尾 秀昭 著より一部抜粋） 

～５月６日まで臨時休業 

溌剌颯爽（はつらつさっそう） 
・熱 意  ・誠 意  ・鍛 錬 

熱 意（知）・・・自分も磨こう、物事を成し遂げようという意志 
誠 意（徳）・・・私欲を離れ、曲がったところのない心で接する態度 
鍛 錬（体）・・・誰もができる平凡なことを、毎日黙々と実践する力 

物事を前向きに考え、明るく謙虚に自分の心を鍛える力 
・溌剌とは、①生き生きとして元気のよいさま。②魚が飛び跳ねるさま。 
・颯爽とは、人の姿や態度・行動がきりっとして、見る人にさわやかな印象を与える 
さま。 

あはは学校 ～素直に育つ 栄中～ 
本校は平成１３年度から、『あいさつは笑顔でします。「はい」と返事をします。はき物を揃えま

す。』の頭文字から『あはは学校』を合い言葉に、礼儀正しく、素直に何でも吸収し、自分自身の力

で伸びていく子供を育成する。 

学校ホーム
ページ 

校長 小堺　正之

教頭 藤井　邦之

主幹教諭 髙橋　恒太（数学） 陸上

養護教諭 小林　祐紀

事務主査 杉島　文威

栄養教諭 山腰　峰子

さわやか相談員 高橋　華代

ALT ブライス　キング

一般事務 村山　志乃

校務員 相馬　富士子

スクールカウンセラー 李　瞬哲

図書館司書 工藤　美予

1年1組 浜名　哲也（数学） サッカー

1年2組 八木　香織（理科） テニス

1年3組 豊田　裕貴（英語） 野球

1年4組 小山　千明（理科） 剣道

1年5組 田島　政道（技術） 野球

1年副担任 石川　裕貴（音楽） 吹奏楽

1年副担任 新才　夏美（社会） テニス

1年副担任 小田川　利彦（国語） 写真・PC・美術

2年1組 横峯　淳美（保体） 女子バスケ

2年2組 初本　栞（数学） 女子バスケ

2年3組 久貝　和潔（英語） バレー

2年4組 白倉　康知（理科） 男子バスケ

2年副担任 鈴木　英雄（社会） 社会貢献

2年副担任 宮内　唯（美術） 美術・社会貢献

3年1組 根本　健史（保体） 男子バスケ

3年2組 井口　拓也（英語） 陸上

3年3組 川田　宏美（数学） 吹奏楽

3年副担任 種家　奈央（理科） バドミントン

3年副担任 新田　路子（国語） 剣道

わかば学級1組 宮田　杏奈（国語） サッカー

わかば学級2組 久田　君恵（家庭） バレー

わかば学級副担任 福田　画久（社会） バドミントン



 

 

 

田川 順一  教頭       【越谷市立越谷南中学校へ】 
植野 香緒里 教諭       【八潮市立潮止中学校へ】 
後藤 美果  教諭       【越谷市立光陽中学校へ】 
佐々木 譲  教諭       【ご退職】 
越川 義久  教諭       【越谷市立富士中学校へ】 
原 桃子   教諭       【越谷市立中央中学校へ】 
香山 誠   教諭       【三郷市立南中学校へ】 
佐藤 匠   教諭       【三郷市立瑞穂中学校へ】 
瀧澤 保鷹  教諭       【吉川市立南中学校へ】 
伊藤 悠馬  教諭       【越谷市立武蔵野中学校へ】 
黒澤 駿弥  教諭       【三郷市立南中学校へ】 
佐々木 るみ子 さわやか相談員 【ご退職】 
渋谷 幸子  校務員      【新和小学校 学童へ】 
町田 美奈  給食事務     【三郷市立鷹野小学校へ】 
田中 明美  図書館司書    【流山市へ】 
クリストファー ロジイエー ＡＬＴ 【帰国】 

  

お世話になりました 

よろしくお願いします 

藤井 邦之  教頭 【埼玉県教育局 保健体育課より】 
小田川 利彦 教諭 【三郷市立前川中学校より】 
新才 夏美  教諭 【新採用】 
石川 裕貴  教諭 【新採用】 
宮内  唯  教諭 【新採用】 
浜名 哲也  教諭 【三郷市立瑞穂中学校より】 
小山 千明  教諭 【越谷市立中央中学校より】 
根本 健史  教諭 【三郷市立前川中学校より】 
久田 君恵  教諭 【三郷市立彦成中学校より】 
豊田 裕貴  教諭 【三郷市立高州東小学校より】 
福田 画久  教諭 【三郷市立早稲田中学校より】 
福島  隆  教諭 【三郷市立瑞穂中学校より】 
小野 光則  教諭 【三郷市立新和小学校より】 
高橋 華代  さわやか相談員 【三郷市立北中学校より】 
相馬 富士子 校務員      
村山 志乃  一般事務 【三郷市立高州小学校より】 
工藤 美予  図書館司書      
ブライス キング  ＡＬT 

藤井 邦之 教頭先生 
埼玉県教育局から参りました。５年ぶりの学校です。その前はずっと三郷市の小学校で勤務していたので、

初めての中学校となります。生徒の皆さんと保護者の皆様、先生たちのために心を燃やして頑張ります。 

小田川 利彦 先生 
市内の前川中学校から着任した小田川です。主に国語を担当することになります。新型コロナウイルスの

影響でいろいろとありますが、楽しく授業を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

久田 君恵 先生 
彦成中学校から来ました。わかば学級ですが、全学年の家庭科を担当します。楽しく家庭科が学べる

ようにがんばりますので、よろしくお願いします。 

根本 健史 先生 
この４月から前川中学校より着任しました。早く栄中に慣れ、みなさんの力になれるようがんばりたいと

思います。中国古典を栄中でも語ります。よろしくお願いします。 

宮内 唯 先生 
初めまして。今年度より栄中学校に着任しました宮内唯と申します。担当教科は美術です。楽しい

学校生活を一緒に過ごしましょう。よろしくお願いします。 

浜名 哲也 先生 
４月より瑞穂中学校から赴任いたしました。皆さんとの栄中学校生活に期待でいっぱいです。勉強に、行事

に、部活動に頑張る皆さんをサポートできるよう努めていきます。よろしくお願いします。 

豊田 裕貴 先生 
この４月から高州東小学校から着任いたしました。栄中学校のみなさんといろいろなことで一生懸命に

取り組んでいきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

福田 画久 先生 
早稲田中学校から来ました。福田画久です。主に特別支援学級にいると思いますが、２年生の社会も担当しま

すので、多くの生徒の皆さんと関わっていきたいと思います。楽しい学校生活を送っていきましょう。 

新才 夏美 先生 
本年度から社会を担当する新才夏美です。「何事も楽しく、全力で」をモットーにみなさんと栄中学校の生活をし

ていきたいです。これからよろしくお願いいたします。 

石川 裕貴 先生 
今年度から音楽を担当いたします石川裕貴と申します。「音楽とは何か」という根源的な問いを皆さん

と共に追求し、表現につなげていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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小山 千明 先生 
越谷市立中央中学校から来ました。これからみなさんと充実した毎日を過ごしていきたいです。よろ

しくお願いします。 

福島 隆 先生 
今年度新採用の先生のサポートの仕事を担当させていただくことになりました。福島隆と申します。新任の先

生方に少しでもお力添えができるよう今までの経験を活かしながら頑張りたいと思います。 

小野 光則 先生 
昨年度は新和小に勤務していました。栄中学校は三回目の勤務となります。主に美術の授業を一年間参観します。

また栄中に勤務できてとてもうれしいです。今後の皆さんとの学校生活を楽しみにしています。 


