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年々歳々花相似たり 歳々年々人同じからず
－“平成”から“令和”へ 時代を繋ぐ深谷中学校の 41 年目－

石 川
浩
今年も深谷中学校の桜の木々は、決意を新たにして進級した在校生と期待に胸を膨らませた新入
生を満開の花で迎えてくれました。41 年間桜の花は同じように生徒たちを迎えてくれていますが、
迎えられる生徒たちは、年ごとに異なり、また同じ年でも一人として同じ生徒はいません。元号が
平成から令和に変わる本年度、新たに１５８名の新入生を迎え、全校生徒４７５名で教育活動をス
タートさせます。二つの時代を繋ぐ年。４０年に及ぶ深中のよき伝統を継承するとともに、次の時
代を切り拓く新たな深中の伝統を、どのように重ねていってくれるか、期待が膨らむ春です。
本年度も学校教育目標「志高く ・自ら考え学び続ける生徒 ・心豊かで思いやりのある生徒 ･体
を鍛えやり抜く生徒」の具現化を目指し、ご家庭や地域の方々と力を合わせ深谷中の教育活動を進
めてまいります。子供たちの健やかな成長のために、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

平成31年と令和元年をつなぐ“善進”

転入職員歓迎セレモニー[４月１日]

【岩本小那実生徒会長の言葉】
こんにちは。今日新しい元号が決まりました。『令和』です。新しい時
代をこの学校でともに過ごす私たちの新しい先生がいらしてくださるの
を、ワクワクしながら待っていました。先生方は、私たちの成長の拠りど
ころです。これから過ごす時間がとても楽しみです。
深谷中は、
『善進』をモットーに、勉強も部活動もコツコツ努力を重ね、
より善い進歩･成長を続けています。委員会は活性化に向けて新しい活動
も始めています。また、私たちが三大行事と呼んでいる、文化発表会・体育祭・音楽会を毎年開催
し、全力で挑戦しています。こうして言葉で伝えてみると、他の学校と変わらないように感じるか
もしれませんが、一緒に過ごすことで発見し感じられる魅力が､この学校にはたくさんあります。
私はこの学校と仲間が大好きです。先生方にも、この学校と私たちを好きになっていただきたい
と思っています。深谷中学校へようこそ！そして、よろしくお願いします。

大変お世話になりました
【転退教職員】
○転出 松澤由美子
細野美知代
中原 和枝
井上 凌亮
塚原 祐人
中嶋 洋子
宮下 翔太

平成31年度の運営組織体制-５５名

平成31年度当初の人事異動で、１１名の先生方が転退職さ
れました。転退職先での御多幸と御活躍をお祈り申し上げます。

教頭 深谷市立明戸小学校 校長へ
教諭 深谷市立深谷小学校へ
教諭 深谷市立上柴中学校へ
教諭 本庄市立児玉中学校へ
教諭 深谷市立豊里中学校へ
教諭 深谷市立幡羅小学校へ
教諭 東松山市立南中学校へ
ｼｮｰﾝ･ｳｫﾝ ALT 深谷市立豊里中学校へ
○退職 鈴木 純江 教諭 再任用で深谷中学校へ
河端 直幸 教諭
任期満了
赤羽やよい 教育相談員 任期満了
【転入教職員】
田野智恵子 教頭(家庭)深谷市立川本中学校より
鈴木
加松 俊子 教諭(家庭)深谷市立豊里中学校より
青木
金子 理人 教諭(数学)秩父市立秩父第一中学校より庄司
井上 美咲 教諭(国語)熊谷市立富士見中学校より 松葉
松本 美紀 教諭(音楽)
新規採用
佐藤
アルバート･アルバレス ALT 深谷市立南中学校より

ありがとうございました

純江
朝子
将人
駿介
敏子

教諭(社会)再任用
教諭(社会)深谷市立桜ヶ丘小学校より
教諭(理科)深谷市立桜ヶ丘小学校より
教諭(保体)深谷市立上柴中学校より
教育相談員
新規採用

学年主任 斎藤 啓子（国語：サッカー）
１組担任 横田 真澄（技術：ﾃﾆｽ男）
２組担任 白濱 万葉（理科：バレー男）
３組担任 笠原 宏介（社会：バスケ男）
４組担任 木村 一代（英語：ﾃﾆｽ男）
５組担任 橘
隆行（保体：ラグビー）
副 担 任 佐藤 寿恵（数学：剣道）
２学年 学年主任＊加松 俊子（家庭：バスケ女）
１組担任 大竹 一史（社会：バスケ女）
２組担任 斉藤 大樹（数学：バスケ男）
３組担任 大熊 美輪（英語：ﾃﾆｽ女）
４組担任＊金子 理人（数学：バレー男）
５組担任 小林 弦平（保体：柔道）
副 担 任＊庄司 将人（理科：ラグビー）
副 担 任＊井上 美咲（国語：ﾃﾆｽ女）
３学年 学年主任 鈴木 純江（社会：美術）
１組担任 深須 英昭（英語：バレー女）
２組担任 杉本
遥（保体：ソフト）
３組担任 富樫 勇介（国語：ソフト）
４組担任 井上 暢之（美術：美術）
副 担 任 堀越 教弘（国語：野球）
副 担 任 神谷 航平（理科：野球）
特別支援学級 ６組担任 秋元亜依香（理科：バレー女）
７組担任 林
邦彦（英語：剣道）
８組担任＊松葉 駿介（保体：サッカー）
副 担 任＊松本 美紀（音楽：吹奏楽）

名前の先頭に｢＊｣が付いている教職員は、
平成31度当初の人事異動に伴う転入教職員です。
４学年
校
長
石川
浩（国語：学校経営）
教
頭
＊田野智恵子（家庭：校務全般）
教務主任
中澤 弘文（音楽：吹奏楽）
教
務
栁瀬 保則（数学：柔道）
通級指導教室 主任
戸邉みな子（音楽）
担任 ＊青木 朝子（社会）
養護教諭
大屋 和美（養護）
学校栄養士
斉藤 典子（学校給食・食育）
事務主任
伊藤
雅
学校総合支援
古川 雅昭
スクールライフサポーター
大澤 好明
中学校学習支援員
平川 修三
特別支援補助員
新村 清美
学校司書
永原 和代
Ａ Ｌ Ｔ
＊アルバート・アルバレス
教育相談員
＊佐藤 敏子
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
髙野 洋子
ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
須藤喜美子
日本語指導員
堀 美佐子
校 務 員
高橋 幹二
ＩＣＴ支援員
松井喜久美
給食調理員
金子 香織・島田ひとみ
堀口 文江 ・門倉 雅子・村田 真弓
新井かおり ・宮下 優子
※ 育児休業
長谷川かほり

４月の主な行事予定
８日－第１学期始業式 第４１回入学式
９日－対面式 全体指導 ※登校指導(～ 11 日)
１０日－身体測定 給食開始 部活動説明会
部活動見学(～ 11 日)
１１日－県学力･学習状況調査（全学年） 避難訓練
１５日－Ａ期時間割授業開始 １年生心電図検査
部活動仮入部(～ 23 日)
１７日－尿検査
１８日－全国学力･学習状況調査（３年生）
NINO･NRT検査（1年生） 尿検査
１９日－離任式 部活動なし
２３日－開校記念日(第 41 回)全校朝会(任命式)
２４日－１年生内科検診 生徒会専門委員会
２５日－歯科検診 １年生本入部･入部届提出

よろしくお願いします
よろしくお願いします

２６日－生徒評議会
２７日－授業参観･３年生修学旅行説明会
学級懇談会
ＰＴＡ総会
２９日－昭和の日
３０日－国民の休日

