
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈学校教育目標〉 

自ら学び 心豊かで たくましい生徒の育成 き せき 

発 行 筑西市立関城中学校 

発行日 令和２年４月１３日（月） 

HP http://www. chikusei.ed.jp/sekichu      TEL 37-6055    FAX 37-8187 

第
一
学
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第
二
学
年 

第
三
学
年 

教 
務

 

部 

〈左から〉 

中山 里香 （３組・国語 男子卓球部） 

山本 和寛 （２組・保体 サッカー部） 

石濱 彰人 （１組・数学 ソフトボール部） 

赤塚 昌之 （学年主任・英語 女子バレーボール部） 

布施安里紗 （副担任・音楽 吹奏楽部） 

古藤 直輝 （相談２・社会 女子テニス部） 

〈後列左から〉 
塚田 幸子 （非常勤・数学） 
栗原 通子 （新採指導教員） 
岡野  源 （副担任・理科 柔道・剣道部） 
市村 友紀 （相談４・英語 男子テニス部） 
〈前列左から〉 
沼口 尚恵 （４組・国語 女子卓球） 
萩原 裕樹 （３組・理科 男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部） 
塚田  巧 （学年主任・美術 美術部） 
飯田 隼丞 （２組・数学 野球部） 
熊木 隆昭 （１組・社会 剣道部） 

〈後列左から〉 

髙橋 範子 （副担任・理科 男女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部） 

吉江 正視 （相談５・保体 男女卓球部） 

松﨑  恵 （非常勤・英語） 

〈前列左から〉 

下野 祥太 （２組・技術 女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部） 

鈴木 駿一 （学年主任・国語 野球・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部） 

塚田 伸之 （１組・保体 男子ﾊﾞﾚｰボール部） 

長堀 美穂 （３組・英語 吹奏楽・女子ﾃﾆｽ部） 

〈後列左から〉 
栗原 克枝 （用務員） 
守能 道則 （生徒指導対策支援員） 
岩岡 咲樹 （こころの教室相談員） 
原  美幸 （相談１・家庭 美術部） 
稲葉 郁恵 （事務係長・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部） 
寺田 朋子 （養護教諭・ｻｯｶｰ部） 
栗原 通子 （新採指導教員） 
渡辺 孝弥 （相談３・社会 柔道部） 
〈前列左から〉 
美齊津由香 （教務主任・社会 男子ﾃﾆｽ部） 
武井  勉 （教頭） 
樫村 睦彦 （校長） 
澤  勝彦 （教頭） 
金谷 信寛 （生徒指導主事・数学 

男女ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部） 

「可能性を信じてがんばる姿と笑顔あふれる， 

生徒が主体の学校」をめざします。 

 

古河市立古河第三中学校から参りました樫村 睦彦（かしむら 

むつひこ）と申します。私の教員としてのスタートがここ関城中

学校であり，また本校に戻って来れたことをうれしく感じており

ます。校舎内を歩くと当時の学校生活を思い出し，懐かしい思い

がよみがえってきます。校歌にある「良き師 良き友 夢多し」

関城中が私にとって正に母校のように感じております。 

 さて，残念ながら４月６日に，生徒３３７名（１年１１６名，２年１１７名，３年１０４名）

と，教職員数３４名が全員そろってスタートすることができませんでした。しかし，臨時休業

が終了し，生徒が明るく元気に学校生活が送れるよう我々職員一同で準備を進めております。

一日でも早くスタートできることを祈っております。 

 本年度は，「可能性を信じてがんばる姿と笑顔あふれる，生徒が主体の学校」をめざし，「自

主的・自立的な生徒」，「進んであいさつする生徒」，「主体的・協働的に学ぶ生徒」，「全力

でがんばる生徒」，「団結できる生徒」を育成したいと考えております。生徒のために職員一

同全力で生徒を支えていきますので，保護者の皆さん，地域の方々のご理解とご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

令和２年度，第 55回筑西市立関城中学校の入学式が６日（月）

に挙行されました。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため，規模を縮小しての式となりました。式中新入生を代表

して日下部由依さんが，学習・部活動等中学校生活の目標を述

べることができました。学校長式辞として樫村校長からは，新

入生に対し具体的にこれからの中学校生活に期待することが

伝えられました。新入生の中学校生活がスタートしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1 学年主任 赤塚 昌之 
初々しい１年生のみなさんとともに，学年スタッフ一同

夢と希望に満ちた学校生活を送れるように頑張っていき

ます。まずは気持ちのよい中学校生活のスタートが切れる

よう支援していきたいと思います。何事も最初が肝心，こ

のことを肝に銘じて生活していきましょう。どうぞよろし

くお願いいたします。 

第２学年主任 塚田 巧 
関城中学校を支える中堅学年として，ご家庭と連携し職

員一丸となって生徒各自の支援をしていきたいと思いま

す。「中学校２年生は中弛みの時期」，そのような世間一般

の通説を跳ね返し，徐々に学校を動かす原動力となる皆さ

ん方の活躍に期待しています。どうぞよろしくお願いいた

します。 

第３学年主任 鈴木 駿一 
中学校生活最後の１年間を関城中学校の「顔」として，

一生懸命活躍する３年生の姿をたくさん見たいと思いま

す。そのためにもしっかりと目標や夢をもち，一日一日を

大切にし，その実現に向けて共に頑張っていきましょう。

そして３月には，104 人全員が笑顔で卒業できるよう学年

スタッフみんなでサポートしていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

石濱 彰人 
（いしはま あきと） 

下館中学校より 

栗原 通子 
（くりはら みちこ） 

明野中学校より 

みなさんとの出会いにド

キドキとワクワクがいっぱ

いです。フレッシュな気持

ちで気合いを入れて頑張り

ます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

英語の授業では，みんな

が楽しいと思える，そして

分かりやすい授業を目指し

てます。みなさん一人一人

と丁寧にかかわっていける

よう頑張ります。 

 授業参観等を通して，皆

さんにお会いすることが多

いと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

国語を担当します中山と

申します。みなさん一人一

人のよさを大切にし，充実

した中学校生活を送ってい

きましょう。どうぞよろし

くお願いします。 

今年の３月に大学を卒業

したばかりで，何もかもが

初めての経験の毎日です。

１日でも早く関城中学校の

生活に慣れるよう頑張って

いきたいと思います。 

関城中学校の皆さんとお

会いできるのを楽しみにし

ていました。生徒の皆さん

のサポートを精一杯頑張り

たいと思います。どうぞよ

ろしくお願いします 

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力をお願いします 

すでにご承知のように新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，学校の再開は５月７日

（木）となっております。また再開後も感染の拡大を防止する観点から，以下のような対応を

行って参ります。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１ 登校前の検温をお願いします。 

  もし検温を忘れた場合は学校で検温することになります。 

 

２ 体調がすぐれない場合は，自宅で休養をお願いします。 

  登校後発熱や体調不良の症状がみられた場合は，原則下校とします。 

 

３ うがい・手洗い・消毒の励行をお願いします。 

  登校後のみならず帰宅後におきましても，手洗いの励行をお願いします。 

市村 友紀 
（いちむら ゆき） 

谷田部東中学校より 

中山 里香 
（なかやま りか） 

埼玉県前原中学校より 

岡野 源 
（おかの げん） 

新規採用 

岩岡 咲樹 
（いわおか さき） 

本年度より 


