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昨年度は保護者や地域の皆様方に支えられ、学習活動や学校行事、部活動などを行うことがで

きました。誠にありがとうございました。

今年度，１７７名の新入生を迎え，生徒総数５２５名での出発となります。

生徒や保護者の皆さんは、たくさんの不安を抱いていることと思います。

学校としても少しでも不安が和らいでいくよう教育活動を実践してまいりま

す。保護者や地域の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

４月１４日（火）学校にて所属学級の発表と教科書の配布を行いました。

登校できなかった生徒の皆さんは、後日、学校に来て教科書を受け取ることが

できます。保護者の方が受け取りに来てもかまいません。午後１６時３０分ま

でですのでよろしくお願いいたします。

臨時休業中に新年度の準備を進めてほしいと思います。

（１）新型コロナウイルス対策のため３月から臨時休業をしておりますが、５月６日（水）まで

臨時休業を継続し，学校の再開予定は５月７日（木）といたします。詳細につきましては、

岩沼市教育委員会より指示がありますのでｅメッセージ等でご連絡いたします。ご不便をお

掛けいたしますがご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

（２）【始業式・入学式について】４月２０日（月）を自由登校日とし始業式と入学式を行います。

始業式や職員の披露式は放送で行います。新２，３年生は８：２０まで登校し１１：５０

完全下校となります。弁当は必要ありません。

入学式の日程は以前ご案内した内容と同じです。 新入生は１２：２０まで受付を行い、

１３：２０入学式を開始いたします。新入生の保護者の皆様は、１２：５０受付を開始し、

１３：１０まで体育館に入場してください。詳細はｅメッセージ等でご連絡いたします。

（３）副教材の販売については，５月７日以降になります。

詳細は学校が再開してからお伝えいたします。
（４）５月に計画しておりました修学旅行（３学年）や仙台自主研修

（２学年）、蔵王合宿（１学年）は、延期して２学期９月以降に
実施する予定です。

（５）学習の場の提供及び、不安やストレスを抱える生徒のために平
日の学校開放を行っております。５月１日（金）まで継続します。

会場は各教室で行い、教員がサポートいたします。 中西武将 西坊

（６）登校する際は家庭で検温を行い、体温記録カード（１４日に配付）に記入して先生に提出
してください。カードは下校するときに持ち帰ります。発熱や咳などの症状がある場合は登
校を自粛してください。体温記録カードの記入は学校再開後も継続して行います。

（７）部活動など運動する機会を提供いたします。時間を短くし、一つの活動場所に複数の部が
集中しないよう活動日や活動場所を分けて行います。今週の予定は下記の通りです、時間は
午後13:30～15:00の１時間半程度です。その後の計画は随時ご連絡いたします。
１５日（水）：ソフトボール・サッカー・女子テニス・バスケ・男子バレー・吹奏楽・男子卓球
１６日（木）：無所属・女子バレー・サッカー・陸上・剣道・バドミントン・剣道・女子卓球
１７日（金）：無所属・ソフトボール・男子バレー・バスケ・女子卓球・吹奏楽
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番号 所属・分掌 氏 名 ひらがな 教科 部活動
1 校 長 狩野 浩二 かの こうじ

2 教 頭 藤原 秀光 ふじわら ひでみつ 理科
3 主幹教諭・教務主任 伊藤 友 いとう ゆう 国語 ソフトボール
4 １学年主任・副教務 佐藤 昭博 さとう あきひろ 数学 男子卓球
5 副主任・研究主任 本山 俊幸 もとやま としゆき 国語 男子テニス
6 １組担任 渡辺 祥子 わたなべ しょうこ 数学 バドミントン
7 ２組担任 島野 恵介 しまの けいすけ 保体 男子バレー
8 ３組担任 高橋 佑来 たかはし ゆうき 英語 サッカー
9 ４組担任 中島 章子 なかじま あきこ 家庭 バドミントン
10 ５組担任 齋藤 翔平 さいとう しょうへい 社会 野球
11 副担任 今野 庸 こんの よう 理科 科学部
12 副担任・通級指導 阿部 信吾 あべ しんご 英語 テニス
13 ２学年主任 塚口 誠 つかぐち まこと 理科 科学部
14 副主任 伊藤 修子 いとう しゅうこ 国語 特設水泳・柔道・新体操

15 １組担任 佐藤 陵 さとう りょう 数学 女子卓球
16 ２組担任 佐藤 奈菜 さとう なな 英語 女子テニス
17 ３組担任 白石 香織 しらいし かおり 社会 バスケットボール

18 ４組担任 藤山 慶太 ふじやま けいた 技術 サッカー
19 ５組担任 谷津 とし恵 やつ としえ 保体 女子バレー
20 副担任・生徒指導主事 齋藤 友靖 さいとう ともやす 英語 野球
21 ３学年主任 晴佐久 晶 はれさく あきら 社会 男子バスケ
22 副主任・進路指導主事 三ツ松 聡一 みつまつ そういち 国語 陸上競技
23 １組担任 稲垣 貴子 いながき たかこ 数学 吹奏楽
24 ２組担任 玉手 裕生 たまて ゆたか 数学 剣道
25 ３組担任 田沼 詠子 たぬま ながこ 英語 美術
26 ４組担任 菅原 瞭 すがわら りょう 保体 女子バスケ
27 ５組担任 冨並 正子 とみなみ まさこ 理科 卓球
28 副担任 今野 奈奈子 こんの ななこ 音楽 吹奏楽
29 副担任 引間 千晴 ひきま ちはる 美術 バレーボール
30 さくら学級担任 越後 菜穂子 えちご なおこ 英語 美術
31 けやき学級担任 及川 誠一朗 おいかわせいいちろう 理科 ソフトボール
32 かえで学級担任 山田 洋子 やまだ ひろこ 社会 剣道
33 通級指導・防災主任 小畑 勝 おばた まさる 社会 陸上競技
34 養護教諭 藤田 久美子 ふじた くみこ

35 主幹兼事務長 菅野 かおる かんの かおる

36 技術主査（栄養士） 阿相 美智子 あそう みちこ

37 非常勤講師 玉渕 裕也 たまぶち ゆうや 保体

38 業 務 員 伊藤 直喜 いとう なおき

39 業 務 員 平間 直美 ひらま なおみ

40 図書館司書 伊藤 恵子 いとう けいこ

41 指導助手 小山 裕美 おやま ひろみ

42 支 援 員 上崎 優子 じょうざき ゆうこ

43 支 援 員 遠藤 麻紀子 えんどう まきこ

44 ＡＬＴ バオ・トラン・ファン ばお・とらん・ふぁん

45 カウンセラー 吉川 邦彦 きっかわ くにひこ

【ＰＴＡ活動について】

（１）４月１８日（土）に開催予定でした授業参観やＰＴＡ総会は中止と致します。総会資料を

生徒を通じて１４日に配布し、ＰＴＡ総会の替わりと致しますことをご了承ください。

（２）８月末までのＰＴＡ活動は延期または中止となります。詳細が決まり次第ご連絡します。


