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昨年度は様々な制限がある中で，保護者や地域の皆様方に支えられ，コロナウイルス感染症対

策を行いながら教育活動を実践することができました。生徒も目標を大切にし，仲間と共に学習

や生徒会活動，体育祭等の行事に真剣に取り組みました。これも，保護者の皆様のご理解とご協

力があったからこそと感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

今年度は，１５７名の新入生を迎え，生徒総数５０７名での出発となります。

教職員は裏面にある通り，ALT，スクールカウンセラーを含めて４４名の

スタッフでスタートいたします。

生徒及び保護者の皆様は，新年度への期待に胸を膨らませていることと存

じますが，コロナウイルス感染症拡大に対する不安もあることと思います。

学校としても皆様が安心してお子様を学校に通わせることができるよう，感

染予防対策をしっかりと行い，皆様や地域の声に耳を傾けながら教育活動を

実践してまいります。ご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

コロナウイルス感染対策のため，例年開催している授業参観とＰＴＡ懇親会は中止とし，ＰＴ

Ａ総会は紙面開催となりました。ただし，各学年のＰＴＡ懇談会については次の通り実施いたし

ますのでよろしくお願いいたします。

◎１学年ＰＴＡ懇談会：４月９日（木） 入学式終了後体育館で行います。

◎２学年ＰＴＡ懇談会：４月１７日（土）１３：３０～１５：００ 場所：体育館

◎３学年ＰＴＡ懇談会：４月１７日（土）１０：３０～１２：００ 場所：体育館

※２・３学年の開催日は，生徒は午前授業で２校時終了後に下校となります。その後に保

護者の皆様にご来校いただき，職員紹介やＰＴＡ活動の説明，各学年の年間計画等の説明

を行います。駐車場は体育館の北側にある金蛇水神社の臨時駐車場をご利用ください。

１６日(金) 中央委員会
１７日(土) 午前授業（１・２校時のみ）

３学年ＰＴＡ懇談会 10:30～
１日(木) 転入職員赴任日 ２学年ＰＴＡ懇談会 13:30～
５日(月) 職員会議 １９日(月) 振替休業日

新入生を迎える会リハーサル ２２日(木) 飲酒運転根絶運動の日
８日(木) 披露式・１学期始業式 職員会議
９日(金) 第３６回入学式 ２６日(月) 家庭訪問①（自宅確認）

１２日(月) 集会（西中の学習と生活について） ２７日(火) 家庭訪問②（自宅確認）
新入生を迎える会 ２８日(水) 小中連携授業参観
部活動見学～２８日まで （小学校職員来校）

１３日(火) 副教材販売・写真撮影・体位測定 内科検診
１４日(水) 交通安全教室 ２９日(木) 昭和の日
１５日(木) 各種委員会 ３０日(金) 部活動集会（１年生正式入部）
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所属等 氏 名 ひらがな 教科 部活動 ＰＴＡ担当
1 校長 山田 敦子 やまだ あつこ 音楽 参 与
2 教頭 藤原 秀光 ふじわら ひでみつ 理科 事務長
3 主幹教諭･教務主任 晴佐久 晶 はれさく あきら 社会 バスケ 書 記
4 １学年主任 稲垣 貴子 いながき たかこ 数学 吹奏 学年委員会
5 副主任 伊藤 修子 いとう しゅうこ 国語 特設部 広報部
6 １組担任 田沼 詠子 たぬま ながこ 英語 美術 会 計
7 ２組担任 白石 香織 しらいし かおり 社会 バレー 総務部
8 ３組担任 川又 大輝 かわまた だいき 保体 サッカー ふれあい部
9 ４組担任 高橋 沙織 たかはし さおり 美術 ソフト 広報部
10 ５組担任 佐藤 拓 さとう たく 数学 陸上 ふれあい部
11 副担任･通級指導 小畑 勝 おばた まさる 社会 陸上 総務部
12 ２学年主任 佐藤 昭博 さとう あきひろ 数学 卓球 学年委員会
13 副主任 中島 章子 なかじま あきこ 家庭 卓球 総務部
14 1組担任･研究主任 渡辺 祥子 わたなべ しょうこ 数学 バド 広報部
15 ２組担任 高橋 佑来 たかはし ゆうき 英語 サッカー ふれあい部
16 ３組担任 永野 香瑠 ながの かおる 国語 バスケ 広報部
17 ４組担任 島野 恵介 しまの けいすけ 保体 バレー 総務部
18 ５組担任 齋藤 翔平 さいとうしょうへい 社会 野球 ふれあい部
19 副担任 今野 庸 こんの よう 理科 科学 総務部
20 副担任･通級指導 加藤 保佳 かとう やすか 英語 テニス ふれあい部
21 ３学年主任 塚口 誠 つかぐち まこと 理科 科学 学年委員会
22 副主任 今野 奈奈子 こんの ななこ 音楽 吹奏 ふれあい部
23 １組担任 佐藤 奈菜 さとう なな 英語 テニス ふれあい部
24 ２組担任 佐藤 陵 さとう りょう 数学 卓球 広報部
25 3組担任･進路指導 玉手 裕生 たまて ゆたか 数学 剣道 総務部
26 ４組担任 谷津 とし恵 やつ としえ 保体 バレー 広報部
27 ５組担任 藤山 慶太 ふじやま けいた 技術 バスケ ふれあい部
28 副担任 伊藤 信彦 いとう のぶひこ 国語 バド 広報部
29 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 総務部
30 特学主任･かえで担任 山田 洋子 やまだ ひろこ 社会 剣道 総務部
31 さくら学級担任 百足 謙司 むかで けんじ 理科 テニス ふれあい部
32 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 広報部
33 学び支援･ほっとﾙｰﾑ 小畑 幸彦 おばた ゆきひこ 社会 美術 総務部
34 養護教諭 藤田 久美子 ふじた くみこ 広報部
35 副参事兼事務長 阿部 淳 あべ じゅん
36 技術主査(栄養士) 阿相 美智子 あそう みちこ
37 業務員 伊藤 直喜 いとう なおき
38 業務員 平間 直美 ひらま なおみ
39 支援員 上崎 優子 じょうざき ゆうこ
40 支援員 遠藤 麻紀子 えんどう まきこ
41 指導助手 小山 裕美 おやま ひろみ
42 図書館司書 伊藤 恵子 いとう けいこ
43 ＡＬＴ Paige Absher ページ・アブシャー
44 カウンセラー 吉川 邦彦 きっかわ くにひこ


