
目指す生徒像「自ら気づき・考え・行動できる生徒」

玉村町立南中学校 №１ 平成３０年４月１０日（火）

１４５名の新入生を迎え、全校生徒４４９名で平成３０年度をスタートしました。

お子様の御入学、御進級、誠におめでとうございます。

今年度も、教育目標「知・徳・体の調和のとれた、豊かな人間性と社会性を身に付け、

たくましく生きる生徒の育成」に向け、目指す生徒像「自ら気づき・考え・行動する生徒」

を目指して、全教職員一丸となって教育活動に取り組んでまいります。保護者の皆様方の

御支援、御協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

【始業式 式辞】※抜粋

３年生は、いよいよ９年間の義務教育が終了する年であり、進路選択の年です。２年生

は、中学校生活が一層充実する年です。

昨年度よりすばらしい一年とするために、大切にしてほしいことを２つ話します。

一つ目は、「目標に向かって挑戦する」ということです。

はっきりとした目標を持ち、目標を実現するという強い意志と、自分を鍛え続ける覚悟

はありますか。ぜひ、高い志を持ち、自分の夢や目標に向かって、限られた時間を大切に

使えるようになってほしいと思います。いかにすばらしい才能や能力の持ち主でも、努力

がなければ何もなりません。毎日の１分１秒を大切にしていけば、目標は必ず近づいてく

るはずです。自信をもってがんばりましょう。

二つ目は、「凡事徹底、当たり前のことを確実に行う」ということです。

さわやかで明るい挨拶、きびきびした返事、清潔感あふれる教室、きれいに整ったグラ

ンド、整理整頓された部室、相手の気持ちを考えた言葉遣い、これらは、皆さん一人一人

が気持ちよく、安心して過ごすための基盤です。大人社会でも大切なことなのです。ぜひ、

年度の初めに当たり、再確認して実行してほしいと思います。

最後に、３年生の皆さん、新入生を迎える準備、ありがとうございました。皆さんのお

かげで、よい入学式が迎えられます。

２年生、３年生の皆さん、上級生として思う存分活躍し、あこがれの先輩になってくだ

さい。期待しています。

【入学式 ～４月９日～】

落ち着いた雰囲気の中、新入生は良い姿勢でしっかりと式

に集中し立派でした。真新しい制服に身を包み、凛々しく輝

いた表情で、新たな学校生活への期待が感じられました。

一日も早く慣れ、充実した中学校生活を送ってほしいと思

います。

学 校 だ よ り



【教職員の異動紹介】 平成29年度末の人事異動で12名が転退職し、新たに9名を迎えました。

転退職者氏名 （ ）は転出先等 転入者氏名 （ ）は前任校等

桒原 靖一 校長（伊勢崎市立あずま中学校） 佐藤 明 校長（伊勢崎市立坂東小学校）

竹内 享 教諭（退職） 小松原照素 教諭（前橋市立東中学校）

中原 章友 教諭（前橋市立桂萱中学校） 金子 惇一 教諭（伊勢崎市立第一中学校）

櫻井 徹 教諭（県総合教育センター） 淺原 拓麻 教諭（榛東村立榛東中学校）

深町 真之 教諭（玉村町立玉村小学校） 池田 花菜 教諭（群馬県立女子大学）

小山田野路子教諭（玉村町立玉村小学校） 相田 千尋 事務（玉村町立玉村中学校）

源川 直哉 教諭（前橋市立城南小学校） 真下 菜菜 教諭（玉村町立芝根小学校）

清水 海志 教諭（前橋市立山王小学校） 富澤 貴之 教諭（上越教育大学）

川端 敬子 主幹事務長（玉村町立南小学校） 安井めぐ美 補助員

白石 直也 教諭（玉村町立中央小学校）

今井 啓太 教諭（藤岡市立美九里西小学校） どうぞ よろしくお願いいたします

伊藤 貴世補助員（伊勢崎市慈教幼稚園）

【新年度の全教職員】

№ 担当等 氏名 教科等 № 担当等 氏名 教科等

１ 校 長 佐藤 明 20 ３年主任 勅使河原章雄 社会

２ 教 頭 吉田 知宏 21 ３年１組 湯浅 純平 音楽

３ 事 務 相田 千尋 22 ３年２組 細田 晃弘 英語

４ 教務主任 佐藤 則和 社会 23 ３年３組 小松原照素 数学

５ １年主任 増渕 正夫 保体 24 ３年４組 鳥羽ちとせ 保体

６ １年１組 岡田 圭亮 国語 25 副担任 野口 高弘 国語

７ １年２組 沼山 淑美 家庭 26 副担任 淺原 拓麻 理科

８ １年３組 西口 仁 英語 27 副担任 田中 裕子 教育相談

９ １年４組 柿沼 翔太 数学 28 しろがね１ 真下 菜菜 しろがね

10 １年５組 井原 陽一 社会 29 しろがね２ 田村 正美 しろがね

11 副担任 富澤 貴之 理科 30 養護教諭 坂巻 悦子 保健室

12 副担任 池田 花菜 英語 31 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 大場 陽子 相談

13 ２年主任 井上 建 数学 32 図書整理員 熊川 享子 図書室

14 ２年１組 澤浦 美香 英語 33 介助員 瀬間 浩子

15 ２年２組 鈴木 伶菜 美術 34 補助員 安井めぐ美 しろがね

16 ２年３組 金子 惇一 国語 35 補助員 齋藤香緒里 しろがね

17 ２年４組 原嶋 日菜 理科 36 ＡＬＴ ｶｳﾁ ﾃﾞｳﾞｨﾝ ﾘｰ 英語

18 副担任 中島 雅彦 技術 37 公 士 上岡 敏明 修繕等

19 副担任 石原 夏妃 数学 38 育 休 須田 広枝

39 育 休 山本 千尋

【着任挨拶】

平成29年度末人事により、南中学校の校長に着任いたしました佐藤 明と申します。

教職員一同、「生徒が主体的に活動する 安心・安全・安定した学校づくり」に邁進い

たします。本校教育へのご理解とご協力をいただくとともに、多方面からのご指導、ご支

援を賜りますようお願い申し上げます。


