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生徒や保護者、地域社会との
信頼関係を築き上げるために

卒業生の思いを受け継ぐ修了式 ・・・・・・ 大きな返事・心に響く歌声！

【平成２８年度 第1･2学年修了式「進級に向けて」（３月2４日：一部抜粋）】
この１年を振り返ってみると、様々なことがありました。桜が舞う
梨乃さん 春風が暖かった入学式。先輩の背中を追い続けた部活動。面
白かった文化発表会。クラスの絆を深めた体育祭。心震えた音
旧１年５組
楽会。協力する力、諦めない心、そして思いやりをもって行動す
ることの大切さを学んだスキー教室。何もかもが新しくて、輝いて
見えた毎日でした。あと二週間もすれば私達は先輩となり、後輩
の手本となります。この１年間で学んだことや感じたことを活かし
て、文武両道ができる新年度にします。（てらだ・りの）

寺田

１月末に開催された「志高の会」では、将来どのような仕事に就
きたいかを考え、自分の言葉で後輩たちに向かって話すことがで
き自信となりました。そして、この春休みが明けると、最上級生とな
り、受験生という立場にもなります。私は、お世話になった先輩方
のように部活動に真剣に取り組み、後輩に注意するだけではな
く、「良いところは良い」とハッキリと褒めてくれた３年生のようになり
たいです。また、新年度では、最高学年としての自覚を持ち、青
学年から「挨拶の課題」をなくし、私たち青学年からしっかりと挨拶
できる学校を創り上げていきます。（やじま・しおん）

詩音さん

旧２年１組

大変お世話になりました。

平成２９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。敬称は略させていただきます。
転退職先での御多幸と御活躍を心からお祈り申し上げます。

教頭（在職３年）寄居町立 鉢形小学校 校長へ
教諭（在職８年）深谷市立 岡部中学校 教諭へ
教諭（在職７年）深谷市立 幡羅中学校 教諭へ
教諭（在職４年）神川町立 神川中学校 教諭へ
教諭（在職８年）定年退職(37 年間に渡る教員生活)
教諭（在職１年）深谷市立 花園小学校 教諭へ
生徒指導対応養護教諭（在職１年）任期満了
特別支援補助員（在職３年）任期満了
ｽｸｰﾙ･ﾗｲﾌ･ｻﾎﾟｰﾀｰ（在職３年）任期満了
日本語指導員（在職２年）任期満了
中学校学習支援員（在職１年）任期満了

平成２９年度の「合い言葉」 ･･･

初志貫徹

お世話になりました。
お世話になりました。

平成２９年４月の行事予定

転入職員歓迎セレモニー（４月３日）

【河田璃子生徒会長の言葉】
深中生徒会では、「初志貫徹～意見を表す生徒、現す生徒会～」のスローガンのもと、目安箱の投書を増やすた
めの取組に力を入れています。また、行事などの運営を中心となって行い、より良い深中を創り上げるために頑張っ
ています。深中の自慢、誇りとして、「集会時の無言入退場」や「チャイム前着席」等があり、これらは私達、生徒会や
生活委員の呼びかけによって継続され、伝統文化になりつつあります。
また、深中には三大行事と呼ばれる「文化発表会・体育祭・校内音楽会」があります。どの
行事も生徒が中心となって運営を行います。深中の生徒は、どの行事にも全力で取り組む
ので、毎年新たな感動が生まれています。ぜひ、楽しみにしていてください。
御迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、これから一年間、「初志貫徹」を合い言葉
に、よろしくお願い致します。

【授業日数】
１５日

１０日－第１学期始業式 第３９回入学式
１１日－対面式・全体指導 ※登校指導（～１３日）
よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
１２日－身体測定・給食開始・部活動説明会
１３日－県学力・学習状況調査（全学年）
１７日－授業開始・校内研修 仮入部①
１８日－全国学力・学習状況調査（３年）
防災訓練・仮入部②
１９日－市教研主任会 部活動あり
２０日－生徒会専門委員会・歯科検診
２１日－離任式・ふれあいデー 部活動なし
２３日－開校記念日（第３９回）
２５日－全校朝会（任命式）部活動継続願
互いの力を認め、尊敬し合いながら、学校教育
・入部届（１年）提出：本入部
目標の実現を目指す教職員チーム
２８日－授業参観・学級懇談会・総会
２９日－昭和の日
※第１回ＰＴＡ理事会（１４日） 顧問担当会議（２６・２７日） 中間テスト（５月１５・１６日） 写生会（５月２４日）
平成二十九年度にお世話に
なる本 校 自 慢 の教 職 員 集 団
「深中ＲＥＯ」です。

【転退教職員】
○ 転 出 福島 隆史
今井 純子
森田 昌則
原
博美
○ 退 職 宇山 康子
久保那津美
福島 由華
髙橋 敏子
井場 光一
劉
蘭
丸山 孝明

今年度も、
新三年生が膝着き清掃で、
始
業 式及び入 学式の会 場、各 教室、
トイレ等
をピカピカに磨いてくれました。
どの生徒も
我を忘れ、「その嫌なことこそ、私が喜ん
で」
の精神で取り組む姿は、頼もしく、平成
二十九年 度の泰平を実 感しました。多謝。

昨年度の３月１６日（木）に挙行された「第３８回卒業証書授与式」では、卒業生から、大きな返事と歌声を体育館一
杯に響かせることの格好良さを教えていただきました。それらを在校生はしっかりと受け継ぎ、３月２４日（金）の第１・２
学年修了式では、５分前行動及び無言入退場はもちろん、「大きな声による返事」と「心の籠もった大きな歌声」が会
場一杯に響き渡り、厳粛かつ感動的な式となりました。本校の「ホンモノ」が、また一つ増える兆しを感じました。
平成２９年度は、生徒数４７６名（９名減）のスタートとなりますが、生徒の躍動、躍進が楽しみです。

矢嶋

名前の先頭に「＊」が付いている教職員は、平成２９年度
当初の人事異動に伴う転入教職員です。
今後とも、よろしくお願い致します。
生徒数４７６名（１年１４８，２年１８８，３年１４０）
学級数１６（通常：１３［４，５，４］，特支３）
【学年組織】
４学年
１学年 学年主任 鈴木 純江（社会：剣道）
校
長
神田 昌文（数学：学校経営）
１組担任 井上 暢之（美術：美術）
教
頭
松澤由美子（英語：校務全般）
２組担任 小林 弦平（保体：柔道）
教務主任
中澤 弘文（音楽：吹奏楽）
３組担任 中原 和枝（家庭：バスケ女）
教
務
＊栁瀬 保則（数学：柔道）
４組担任＊深須 英昭（英語：バレー女）
清水
勉（理科：初任者研修・再掲）
副 担 任＊富樫 勇介（国語：ソフト）
養護教諭
杤原 若菜（養護：ｿﾌﾄﾃﾆｽ男）
２学年 学年主任 斎藤 啓子（国語：サッカー）
学校栄養士
斉藤 典子（学校給食・食育）
１組担任 横田 真澄（技術：ｿﾌﾄﾃﾆｽ男）
事務主任
伊藤
雅
２組担任 杉本
遥（保体：ソフト）
教育相談員
小嶋 玲子
３組担任 柳
慎也（理科：サッカー）
学校総合支援員
古川 雅昭
４組担任 林
邦彦（英語：剣道）
中学校学習支援員 ＊竹内 保一
５組担任 橘
隆行（保体：ラグビー）
ｽｸｰﾙﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾀｰ
＊大澤 好明
副 担 任 佐藤 寿恵（数学：ｿﾌﾄﾃﾆｽ女）
特別支援補助員 ＊新村 清美
副 担 任 笠原 宏介（社会：バスケ男）
図書館補助員
永原 和代
３学年 学年主任 堀越 教弘（国語：野球）
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
生方千穂香
１組担任 大竹 一史（社会：バスケ女）
Ａ Ｌ Ｔ
ｼｮｰﾝ・ｳｫﾝ
２組担任 井上 凌亮（数学：野球）
Ｓ Ｓ Ｗ
＊岸本 恵子
３組担任 田中 真悟（保体：バレー男）
校 務 員
関口
正
４組担任 大熊 美輪（英語：ｿﾌﾄﾃﾆｽ女）
ＩＣＴ支援員
松井喜久美
副 担 任＊白濱 万葉（理科：バレー男）
給食調理員
金子 香織
副 担 任＊斉藤 大樹（数学：バスケ男）
島田ひとみ
特別支援学級 ６組担任 仲村 優子（音楽：吹奏楽）
堀口 文江
７組担任 秋元亜依香（理科：バレー女）
門倉 雅子
８組担任 塚原 祐人（理科：ラグビー）
村田 真弓
副 担 任＊越後屋由夏（英語：美術）
新井かおり
副 担 任＊安齋 直美（英語：美術）
宮下 優子
通級指導教室 主
任 細野美知代（国語：ｿﾌﾄﾃﾆｽ男）
初任非常勤講師
宇山 康子
担
当 戸邉みな子（音楽：ｿﾌﾄﾃﾆｽ男）
※
長谷川かほり（育児休業）
拠 点 校 指 導 担当教諭 清水
勉（理科：初任者研）

平成２９年度の運営組織体制-５６名

平成２９年度

