
横中 学校だより

校長 新井 清人

ご入学、ご進級おめでとうございます。

春の草花が校庭に咲き、皆さんを心から歓迎しています。

新しい年度がスタートし、新学期が始まりました。

３年生が卒業し、ちょっぴり寂しくなっていた横瀬中学校に

新しく１年生５６名が入学して、元気な笑顔も満開になっています。

さて、４月は何といっても桜です。春の息吹に包まれて目にするもの何もかもが輝いて

見えるこの時期にあって、一斉に花開く桜の美しさは格別です。淡い桜色の小さな花々が

一本の木に寄り集まって咲く桜の美しさは、見る人を包み込むように咲き誇るその優美さ

にあると思います。新年度を迎える度に学校に集う生徒たちと桜の木が重なり、思いが広

がります。桜色の小さな花を一人の生徒だとすると、一人一人の生徒たちの花々が集まっ

て、学校という一本の桜の木になります。生徒たち一人一人のそれぞれの個性の輝きは、

きっと学校を美しい桜の木にしていくことでしょう。

今年度も、教育目標『よく学び 心を正し 全力尽くす』のもと、地域に良さを生かし

て、生徒たちが今日、学校に来てよかったと思ってくれる学校。こんなことが分かった、

できるようになった、友だちと楽しいことがあった、先生がこんな大切な話をしてくれた

と、毎日、一つずつでもよいからお土産を持って帰ることができる学校。生徒一人一人が

進歩していることが実感できる学校。横瀬中学校がそのような学校であるよう新たな職員

組織で、力を合わせて取り組みます。

ご家庭でのご理解とご協力、地域の皆様のご支援とご協力を

いただきますようお願いいたします。
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平成３１年度 転出入等職員の紹介 ４月の主な行事予定
５日 (金)

１ 転出・退職職員 新２・３年生準備登校
主 幹 教 諭 大澤 敬 長瀞町立長瀞中学校（教頭）へ ８日 (月)

始業式・入学式 養護実習（～２７）
教 諭 安藤由加里 秩父市立秩父第一中学校へ ９日 (火)

全校ガイダンス 給食開始 写真撮影
教 諭 小林 俊介 秩父市立秩父第二中学校へ ＰＴＡ本部役員会

１０日 (水)
教 諭 川嶋 大貴 秩父市立吉田中学校へ 生徒会ガイダンス 身体測定

交通安全教室 １年部活動見学（～１１）
教 諭 吉田 光汰 小鹿野町立小鹿野中学校へ １１日 (木)

県学力・学習状況調査 学年集会
教 諭 斉藤 朋之 秩父市立原谷小学校へ １２日 (金)

第１期授業開始 避難訓練
教 諭 黒澤江梨子 秩父市立影森中学校へ １年仮入部（～１８）

１５日 (月)
町事務職員 栁原 典子 秩父市立原谷小学校へ 開校記念日

１６日 (火)
さわやか相談員 松岡祐美子 小鹿野福祉会へ ＰＴＡ運営役員会

１８日 (木)
学級支援員 柴﨑 幸子 深谷市学童指導員へ 全国学力学習状況調査（３年）

１９日 (金)
２ 転入職員 部活動編成
教 諭 竹田 純子 秩父市立荒川中学校より ２２日 (月)

学年朝会
教 諭 長谷河健志 秩父市立秩父第一中学校より ２４日 (火)

あいさつ運動 学びタイム（国）
教 諭 坂本 裕樹 秩父市立影森中学校より 徒専門委員会

２５日 (水)
教 諭 柴﨑 朝仁 秩父市立高篠小学校より 学びタイム（社）耳鼻科検診

２７日 (土)
教 諭 杉田 恵一 小川町立小川東中学校より 授業参観 ＰＴＡ総会 保護者会

部活動保護者会
町事務職員 浅見 裕子 皆野町シルバー人材センターより 月の時間割（弁当持参）

２９日 (月)
さわやか相談員 関根佐恵子 秩父市立秩父第一中学校より 昭和の日

３０日 (火)
学級支援 関口 巳敏 新規採用 休日

平成３１年度・教職員組織 ８日（月）から２７日
（土）まで教育実習が

１年間よろしくお願いします。 開始されます。実習生

は杏林大学の横田百香
校 長 新井 清人 教 頭 新井二二八 さんです。よろしくお
教務主任 横田 淳 保健主事 川嶋 清美 願いします。

第 １ 学 年 第 ２ 学 年 第 ３ 学 年 １ ５日（月）は本校の開
校記念日です。これを

主任 新井 真弓 （音） 主任 彦久保直樹（数） 主任 引間 仁生（数） 機に、これからもよき
（英） １組 堀口 貴秀（英） １組 今井久美子（国） 伝統を守り、誇れる学

２組 長谷河健志 （理） ２組 新井 由里（体） ２組 笠原 裕貴（体） 校を目指していきます。
副担 杉田 恵一（社）

（技）
平成３１年度がスタ

ートしました。５月よ
Ａ組担任 坂本 裕樹（国） Ｂ組担任 竹田 純子（家） り『令和』という新し
副 担 任 柴﨑 朝仁（理） い年号となります。気

持ちを新たに今年度も
養護教諭 川嶋 清美 学級支援員 関口 巳敏 本校の取組をこの横中
主任専門員 佐藤 久二 非常勤講師 原 義政（美） だよりで一生懸命に伝
事務職員 浅見 裕子 校務員 本橋 茂一 えていきます。
スクールカウンセラー 矢沼 千鶴 校務員 冨田 真吉 どうぞよろしくお願い
さわやか相談員 関根佐恵子 します。
Ａ Ｌ Ｔ タイレル・ヴェリインシ－、 エリック・ヒガ

平成３１年度・めざす生徒像

『自ら学ぶ生徒』
『心豊かな生徒』
『健康でたくましい生徒』
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