
 

祝！男子ハンドボール部 全国大会準優勝 

 

平成２８年度のスタートにあたって 

 

校長 瀬山 真一 

 

陽春の候、保護者並びに地域の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し

上げます。 

新たに１９名の教職員が着任し、平成２８年度も順調にスタートいたしました。お蔭様で昨

年度は、「開校２０周年」が無事終わり多くの成果を残すことができました。「生徒一人一人

を大切にする学校」「安心･安全な学校」として昨年以上に学校・家庭・地域の連携を密接に図

りながら課題解決に向けて全力を尽くす所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

今年度も「花と緑と心ふれあう学び舎」をキャッチフレーズに学校教育目標は、昨年度に引

き続き次の３点を掲げました。 

 学校教育目標：「知性を磨く（知）」「心を磨く（徳）」「身体を鍛える（体）」 

 学校が果たす使命は、知徳体の調和のとれた生徒を育成することにありますので、この３つ

を目標にして全教職員が全力で取り組んで参りたいと存じます。 

学校教育目標を実現させるために、家庭や地域から信頼される学校を目指し、日々分かりや

すい魅力的な授業実践に努めてまいります。 

 

 ３月２５日より春の全国中学生ハンドボール選手権大会が富山県氷見市で行われ、本校男子

ハンドボール部は見事に準優勝の栄冠に輝きました。決勝でも広島県代表安芸高田市立甲田中

学校を相手に終始互角に戦い最後は１点差で惜敗。どちらが勝ってもおかしくない決勝に相応

しい好ゲームとなりました。全国大会の決勝で互角に戦う本校生徒の勇姿はまさに感動です。

全国でトップレベルの力を証明したハンドボール部員に心から拍手を送ります。また、応援し

てくださった皆様、募金活動にご協力くださいました皆様に深く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の人事異動について 

【転出職員】 

１ 伊藤 昭  教頭     （３年）          定年退職 

２ 武藤 実  教諭     （再任用・理科）      任期満了 

３ 谷口 敏雄 教諭     （８年・社会）       川口市立芝中学校へ 

４ 角田亜枝子 教諭     （７年・数学）       川口市立戸塚中学校へ 

５ 春山 優美 教諭     （７年・音楽）       川口市立八幡木中学校へ 

６ 茂原 智津子教諭     （７年・家庭）       川口市立上青木中学校へ 

７ 松村 梨沙 教諭     （５年・理科）       蕨市立第二中学校へ 

８ 静野 綾香 養護教諭   （５年）          川越市立高階南小学校へ 

９  吉村 久美 教諭     （２年・特別支援）     さいたま市立本太中学校へ 

10  高橋 真実 教諭     （１月・国語）       川口市立南中学校へ 

11 飯野 敬弘 教諭     （１年・理科）       川口市立青木中学校へ 

12  笠原 由圭 教諭     （１年・英語）       任期満了 

13 関根 紀子 教諭     （1 年・国語）      流山市立おおたかの森小学校へ 

14  木田 好子 サポート相談員（１年）           任期満了 

15  青木 里美 特別支援教育支援員（２年）        川口市立戸塚中学校へ       

16 橋本 早苗 スクールカウンセラー（５年）       任期満了 

 

【転入職員】 

１ 加田 明  教頭                   川口市立元郷小学校より 

２ 奥墨 紀子 教諭（家庭）               川口市立北中学校より 

３ 宮田 篤憲 教諭（国語）               志木市立宗岡第二中学校より 

４ 菅野 航平 教諭（理科）               新採用 

５ 後呂 知美 教諭（英語）               新採用 

６ 原田 淳  教諭（理科）               川口市立仲町中学校より 

７ 奥村 悟司 教諭（数学）               川口市立西中学校より 

８ 真殿 愛弓 養護教諭                 川口市教育委員会より 

９ 飯塚 悠貴 教諭（社会）               川口市立芝中学校より 

10 平原信太朗 教諭（理科）               川口市立幸並中学校より 

11  酒井 恵  教諭（音楽）               川口市立仲町中学校より 

12  岡野 航  教諭（特別支援）             川口市立神根中学校より 

13  一之瀬雄介 教諭（社会）               新卒 

14 新村 誠  教諭（初任者指導）            川口市立芝西中学校より 

15 丁野 薫  サポート相談員              川口市社会福祉協議会より 

16 新井 優子 アシスタントティーチャー      山形県長井市立長井南中学校より 

17 中村 彩  スクールカウンセラー 

18  木下佳世子  初任者研修後補充（理科）          

19 中島 和子 初任者研修後補充（英語） 

 

～よろしくお願いします～ 

 

川口市立戸塚西中学校 学校だより 

平成２８年度 ４月号 ２８－１号 

TEL 048-298-0088 FAX 048-298-0093 

～花と緑と心ふれあう学舎～ 



今今今月月月ののの予予予定定定   
 

本校の職員をご紹介します 

校長：瀬山 真一  教頭：加田 明  教務主任：佐藤 宗雄 

通常学級 １学年 ２学年 ３学年 

担任 副担 担任 副担 担任 副担 

１組 田中 和久 
小太刀和郎 

小山 泰昇 
奥墨 紀子 

泉  豊 子 石 黒  賢 

２組 奥ノ木隆之 平 井  孝 富 田  匡 
佐々木隆美 

３組 宮田 篤憲 
後呂 知美 

泉名千鶴子 
一之瀬雄介 

鈴木 崇仁 

４組 小林 佳代 田中 奨悟 飯田 良二 
東  一 雄 

５組 水嶋 隆太 
平原信太朗 

中田 大輔 
酒井 恵 

村田 友梨 

６組 柴  直 子 菅野 航平 髙安 紀行 
鈴村実希子 

７組 飯塚 悠貴 
原田 淳 

長榮美保子 
奥村 悟司 

水谷 啓人 

８組 木村久美子 根井 直樹   

学年主任

（副主任） 

田中 和久 

（奥ノ木隆之） 

中田 大輔 

（根井 直樹） 

飯田 良二 

（佐々木隆美） 

 

特別支援学級 １組 小池 順子 ２組 星  文夫・岡野 航 

補助員：安田 里佳   

 

養護教諭：真殿 愛弓・上田みさ子  事務：大澤 陽久・関口 慶美 

すこやか相談員：竹内 理恵     サポート相談員：丁野 薫   

スクールカウンセラー：中村 彩   アシスタントティーチャ―：新井 優子 

給食配膳員：堀川 茂子       校務員：小垣 清・小林 理花  

初任者指導：新村 誠                初任者研修後補充（理科）：木下佳世子 

初任者研修後補充（英語）：中島 和子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の全国中学生ハンドボール選手権大会【準優勝】男子ハンドボール部  

1 回戦   ○ 戸塚西中 ２５－２２  呉羽中 （富山県代表） 

2 回戦   ○ 戸塚西中 ２８－ ９  日宇中 （長崎県代表） 

3 回戦   ○ 戸塚西中 ２３－２１  総社西中（岡山県代表）  

準々決勝  ○ 戸塚西中 ２０－１９  神森中 （沖縄県代表） 

準決勝   ○ 戸塚西中 ２４－１０  大分中 （大分県代表） 

決勝      戸塚西中 ２８－２９ ○甲田中（広島県代表） 

 

日 曜 主 な 予 定 

８ 金 始業式 入学式13:30 弁当持参 

11 月 教科書配布 １年自転車安全指導  

12 火 給食開始 ２・３年自転車安全指導  発育測定 

13 水 新入生歓迎会 部活動見学（～１６日） ３年聴力検査 

14 木 県学力・学習状況調査   

15 金 学級写真撮影 避難訓練 １年・特別支援聴力検査 部活動仮入部 

18 月 Ａ時間割授業開始  

19 火 ３年全国学力・学習状況調査 

20 水 授業参観・保護者会（１年・２年・３年・特別支援） 

21 木 ふれあいデー ３年内科検診 

22 金 第１回専門委員会  １年ＰＴＡ竹林整備  

25 月 ２年ＰＴＡ竹林整備 

26 火 ＰＴＡ新旧理事会 

27 水  

28 木 ３年ＰＴＡ竹林整備   


