
目指す生徒像「自ら気付き・考え・行動できる生徒」

玉村町立南中学校 №１ 令和２年４月１４日（火）

１４４名の新入生を迎え、全校生徒４４２名で令和２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。保護者の皆様には、新型コロナ

ウイルス感染拡大予防のため新任式、始業式、入学式を縮小して行ったことに対してご理

解いただければと存じます。併せて、国の緊急事態宣言及び群馬県における新型コロナウ

イルスの感染状況を踏まえ、玉村町では４月９日（木）から５月６日（水）まで学校を臨

時休校としました。保護者の皆様には、臨時休校に関わる対応について、ご理解とご協力

をお願いいたします。

このような状況ではありますが、新たな気持ちで、学校教育目標「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「自ら気付き・考え・行動する生徒」を目指し、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、そして地域の皆様方の御支援、御協力を賜りま

すよう、心からお願い申し上げます。

【１学期 始業式】

３年生は、最上級として南中学校をリードしていく存在です。また、自分の未来を切り

開く進路選択の年です。２年生は、初めての後輩を迎え、中学校生活が一層充実する年で

す。新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、みなさんに伝えたいこと、それは「考え

る南中生」ということです。今の状況、誰しも心は乱れて当たり前。常に心は揺れ動いて

います。しかし、不安定な今だからこそよく考えることができるのです。これからの未来

を生きる上で必要なことは、正しい選択を冷静に自ら判断できる知識を身に付けることで

す。他人を批判するのではなく、周りの人たちと一緒に一番良い選択を考えていくことが

みなさんに求められている力なのです。

さあ「ピンチはチャンス」今の状況を前向きにとらえ「考える南中生」として頑張って

欲しいと願っています。

【入学式 ～４月７日～】

ＰＴＡ本部役員の皆様をご来賓としてお迎えし、縮小したかたちではありましたが、入

学式を行うことができました。保護者の皆様方には、ご理解、ご協力をいただき感謝申し

上げます。落ち着いた雰囲気の中、１４４名の新入生は、真新しい制服に身を包み、凛々

しく輝いた表情で式に臨んでいました。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】 令和元年度末の人事異動で９名が転退職等し、新たに11名を迎えました。

転退職等氏名 （ ）は転出先等 転入者氏名 （ ）は前任校等

佐藤 明 校長（群馬県総合教育センター） 増田 眞次 校長（玉村町立玉村中学校 教頭）

吉田 知宏 教頭（玉村町立上陽小学校 校長） 長沼 伸明 教頭（玉村町立玉村小学校）

勅使河原章雄教諭（玉村町立玉村中学校） 佐藤 昭宏 教諭（玉村町立玉村中学校）

須田 広枝 教諭（前橋市立新田小学校） 柿沼 翔太 教諭（玉村町立玉村中学校）

岡田 圭亮 教諭（伊勢崎市立境小学校） 神倉 悠徳 教諭（玉村町立中央小学校）

増渕 正夫 教諭(退職） 渋谷 成航 教諭（新任）

井上 源貴 たまむらプラン（伊勢崎市立第四中学校） 長谷川大智 教諭（新任）

西村 理恵 図書 整 理 員（玉村町立南小学校） 富沢 貴之 教諭（玉村町立南小学校）

沼賀 恵子 スクールサポートスタッフ（玉村町立中央小学校）越智 啓二 たまむらプラン（玉村町立玉村中学校）

町田 由美 図書整理員（玉村町立芝根小学校）

川原 真理 ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ

【今年度の担当一覧】

№ 担当等 氏名 教科等 № 担当等 氏名 教科等

１ 校 長 増田 眞次 21 ３年主任 井原 陽一 社会

２ 教 頭 長沼 伸明 22 ３年１組 西口 仁 英語

３ 事 務 相田 千尋 23 ３年２組 鳥羽ちとせ 保体

４ 教務主任 佐藤 則和 社会 24 ３年３組 沼山 淑美 技・家

５ １年主任 井上 建 数学 25 ３年４組 小松原照素 数学

６ １年１組 金子 惇一 国語 26 副担任 淺原 拓麻 理科

７ １年２組 神倉 悠徳 英語 27 副担任 野口 高弘 国語

８ １年３組 鈴木 伶菜 美術 28 副担任 中島 雅彦 教育相談･技

９ １年４組 富澤 貴之 理科 29 しろがね１ 白石 直也 しろがね

10 １年５組 澤浦 美香 英語 30 しろがね２ 田村 正美 しろがね

11 副担任 長谷川大智 数学 31 養護教諭 坂巻 悦子 保健室

12 副担任 田中 裕子 日本語教室 32 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 大場 陽子 相談

13 ２年主任 佐藤 昭宏 社会 33 図書整理員 町田 由美 図書室

しろがね

15 ２年２組 中村 百恵 英語 35 部活動指導員 増渕 正夫

16 ２年３組 柿沼 翔太 数学 36 ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ 川原 真理

17 ２年４組 湯浅 純平 音楽 37 ＡＬＴ ｲｳﾞｧﾝ ｼﾞｪﾘﾝ 修繕等

18 副担任 中山友佳里 理科 38 公 士 上岡 敏明

19 副担任 渋谷 成航 国語 39 育 休 山本 千尋 理科

20 副担任 越智 啓二 英語 40 産休・育休 原嶋 日菜 理科

41 配同休 細田 晃弘 英語

42 海外日本人学校 金井 聡 数学

－お知らせ－

◇伊勢崎佐波中体連春季大会・群馬県中体連春季大会について

伊勢崎佐波中体連春季大会及び群馬県中体連春季大会は、中止となりました。

学校における部活動（対外試合や練習試合も含む）は、しばらくの期間、休止します。


