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入学・進級おめでとうございます 

                                   校長 安藤 比呂子 

「花と緑と心ふれあう学び舎」 素晴らしい環境の中、新しい

教職員と新たに２９８名の新 1年生を迎え、特別支援学級２学

級を含めた２６学級の全校生徒８７２名と非常勤講師、特別支

援学級補助員、教育相談員、スクールカウンセラー、図書館司

書、校務員さんをあわせた全教職員５７名で、平成２９年度が

スタートしました。 

 春は出会いと別れの季節です。これまでに出会った人に感謝する心とともに、新たな出会い、新

たな縁を大切にする心を育んでまいります。また、新しい学年の始まりを迎え、新たな気持ちで充

実した学校生活に取り組もうとする一人一人の生徒の心に目を向け、生徒にとっての居場所となる

よう魅力あふれ、潤いと心ふれあう学び舎にしていくよう学校づくりを推進してまいります。 

 本校の学校目標 

   学校目標   ～生徒の自主性を願って～   知性を磨く  心を磨く  身体を鍛える 

  校訓  創る 伸びる 喜ぶ 

  四つの誇り  真剣に学ぶ学校  笑顔で挨拶する学校  美しくしている学校  歌声の響く学校 

 

この具現化を目指し、一人一人が本気で取り組み、根気良く学び、さらに地域に貢献し、地域に

誇れる生徒の育成を目指して、明るい笑顔と一生懸命でいっぱいの学校づくりに取り組んでまいり

ます。そのためには、家庭・地域等、生徒を取り巻くあらゆる環境すべてとのつながりを広げ、深

め、全教職員が一丸となって全校生徒の健全育成に力を尽くしてまいります。より一層のご理解、

ご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 このたび、瀬山真一校長先生の後任として、４月１日に戸塚西中学校を拝命し４月３日に着任い

たしました。安藤比呂子（あんどうひろこ）でございます。 

 大規模校ということで緊張しておりますが、４月３日に学校に入ったときにとてもいい笑顔の生

徒と挨拶を交わし、また、新しく着任される先生方のために職員玄関から職員室までのところを朝

早くから丁寧に掃除をしてくれているバレーボール部の生徒に出会い、心が落ち着きました。この

笑顔と挨拶が戸塚西中生だと思いました。また、春休み中の活気ある部活動にも生徒たちの意欲が

みなぎっていました。素晴らしい環境とそこで元気に学ぶ生徒たちの笑顔と活気ある姿勢を大切に

したいと思います。 

 至らない点も多々あるかと存じますが、｢笑顔｣｢チームワーク｣を大切に精一杯努力してまいりま

すので、どうか引き続き戸塚西中学校へのご支援、ご協力をお願いたします。 

～花と緑と心ふれあう学び舎～ 

住所:川口市西立野 1000 

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

平成 29年 4月 10日(月)発行 

TEL:048-298-0088


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の行事予定 

1 土  春季休業日 

2 日   

3 月   

4 火   

5 水   

6 木   

7 金   

8 土   

9 日   

10 月 始業式 入学式 2,3年自転車指導 

11 火 教科書配布 1年自転車安全指導 

12 水 給食開始予定 発育測定 

13 木 県学力学習状況調査 

14 金 新入生歓迎会(1,2限) 聴力検査(3年) 部活見学開始 集合写真撮影 

15 土   

16 日   

17 月 聴力検査 1～4限(1年,特支) 避難訓練(5限) 仮入部開始 

18 火 全国学力学習状況調査(3年) 耳鼻科検診（1,2年）       

19 水 授業参観(5限) 保護者会(14:45) PTA４役会議 

20 木 眼科検診 第 1回専門委員会 PTA竹林整備(1年) ふれあいデー 

21 金 PTA新旧理事会 

22 土   

23 日   

24 月 ＰＴＡ竹林整備(２年)  

25 火 40分×4時間授業 

26 水 生徒朝会 歯科検診 

27 木 歯科検診 部集会(本入部開始)                                                                                              

28 金 40分×4時間授業 離任式 PTA竹林整備（3年）                                                                                         

29 土   

30 日   

本年度戸塚西中学校を去られた先生 
校 長 瀬山 真一  （西中学校へ）                              

教 諭 小太刀 和郎（鳩ケ谷中学校へ）   

 泉名 千鶴子（戸塚中学校へ） 

 平井 孝  （西中学校へ） 

 鈴木 崇仁 （在家中学校へ） 

 富田 匡  （さいたま市立日進中学校へ） 

 村田 友梨 （上青木中学校へ） 

 平原 信太朗（朝霞市立第三中学校へ） 

 岡野 航   （戸塚中学校へ） 

 酒井 恵  （朝霞市立第三中学校へ） 

    一之瀬 雄介（戸塚南小学校へ） 

    土屋 志津子（任期満了） 

養護教諭 上田 みさ子（任期満了） 

特別支援学級補助員 安田 里佳  （戸塚東小学校へ） 

すこやか相談員 竹内 理恵  （仲町中学校へ） 

アシスタントティーチャー 新井 優子 （任期満了） 

初任者研修後補充（理科） 木下 佳世子（任期満了） 

初任者研修後補充（英語） 福田 美恵子（任期満了） 

本年度戸塚西中学校に来られた先生 
校 長 安藤 比呂子 （仲町中学校より） 

主幹教諭 宮川 靖明 （神根中学校より） 

教 諭 鈴木 健司 （芝西中学校より） 

    平澤 寛子 （仲町中学校より） 

    上野 慶一郎（南中学校より） 

    豊田 知美 （神根中学校より） 

    関野 俊介 （北中学校より） 

    青山 大輝 （新採用） 

    高木 一樹 （新採用） 

    道畑 花香 （新採用） 

    伊藤 剛  （芝西中学校より） 

    岡田 理香 （北中学校より） 

    西田 晶  （新卒） 

初任者指導 恩田 政活 （八幡木中学校より） 

養護教諭 深瀬 友利 （新採用） 

特別支援学級補助員 下田 和子（前川東小学校より） 

すこやか相談員 新村 誠 

     （昨年度本校初任者指導教員より） 

学校図書館司書 中川真由美 （火・木） 

スクールカウンセラー 小松あかね  

戸塚西中学校 栄光の記録 
◎国語科 埼玉県書き初め展覧会【特選賞】(2年)山上彩夏 【優良賞】(2年)北川かれん(1年)中島爽 永坂友理香 

◎国語科 小・中・高校市内書き初め展覧会【入選】(2年)豊田奈那実 美濃碧 森愛花 平野美羽 水口さくら 阪中里帆 

     (1年) 豊田千沙 田村郁諭 味澤夏希 山田日向子 近藤芽生 立壁怜奈 齋藤聖夜 伊藤優花 出野七海 

◎女子ソフトテニス部 

 ○第 2回ライジング杯【３位】 

     (2年)岡部愛優 荒井梨理花 宮城真央 鈴木ゆか 山本瑛里奈 星野桃花 中村紗也香 (1年) 近藤芽生 

 ○文教大学杯【準優勝】 

     (2年)鈴木ゆか 北條梨里香 雨宮妃那 成海真琴 山中麻衣 山田好花 

 ○第 13回スリクソンカップ川口市予選会【３位】 

     (2年)岡部愛優 荒井梨理花 宮城真央 山本瑛里奈 星野桃花 中村紗也香 (1年) 近藤芽生 

◎女子バレーボール部◎ 

 ○平成 28年度赤いちゃんちゃんこ杯【３位】 

     (2年)加藤里奈 三浦百恵 井口美波 阿部茉礼 五十嵐理紗 近藤悠 酒井萌嘉  

     (1年)小澤彩乃 鈴木紗江 豊田千紗 中山碧 前田夏彩 

 

 

 昨日配布したものに生徒
氏名の間違いがございまし
た。訂正したものを再配布い
たします。 


