
『よさ、とりえ、輝く個性を伸ばし 笑顔あふれる学校』

長野中をさらなる高みへ

校長 有山 博之

４月８日、１５８名の１年生が入学し、全校生徒４５９名で今年度がスタートし

ました。本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため明日から臨時休業という

困難な幕開けとなります。しかし、この逆境に負けないように本校職員一丸となっ

て、「よさ、とりえ、輝く個性を伸ばし 笑顔あふれる学校」を目指し、全力で取り組

んでまいりますのでよろしくお願いいたします。

さて、今年度、長野中学校が取り組む全体構想は次の通りです。

＜学校経営目標＞
○生 徒が「長野中で学んでよかった」といえる学校

○保護者が「長野中で学ばせてよかった」といえる学校

○職 員が「長野中に勤めてよかった」といえる学校

○地 域が「長野中を誇りに思う」といえる学校

＜めざす学校像＞

・信頼される学校 ・魅力的な学校 ・人に優しく、規律のある学校

＜めざす生徒像＞ ＜めざす教師像＞

・授業を大切にする生徒 ・わかる授業、できる授業で勝負する教師

・仲間を大切にする生徒 ・温かさと厳しさでふれあう教師

・故郷を大切にする生徒 ・常に学び続ける教師

＜令和２年度 重点目標＞

○目標（何をできるようにするか）と講ずべき方策を明確にした学習指導の充実

○積極的な生徒指導による自己肯定感と自己有用感の醸成

○道徳性を育成し、道徳的実践を促す指導の充実

○充実感、満足感を味わわせる特別活動・部活動の推進

○校区内の児童生徒、教職員、地域と連携した教育活動の推進

○安全教育（交通安全・救急救命）の積極的な推進

これらの内容は今まで長野中学校が取り組んできたことであり、これらを継続し、さらに深めていこうと

考えています。そのためには保護者や地域の方々のご支援が必要です。それが具現化されたものとして、コ

ミュニティ・スクールの設置があります。コミュニティ・スクールは、学校と保護者や地域の方々がともに

知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地

域とともにある学校づくり」を進めていくしくみです。生徒・保護者・地域・教職員による「チーム長野」

をさらに進めていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
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学校教育目標

よく考え進んで学ぶ生徒

誠実で思いやりのある生徒

心身ともにたくましい生徒

転退職された先生方

校長 漆原 亮先生 定年退職

教諭 原口 典子先生 定年退職

教諭 下山 和章先生 加須市立加須西中学校へ

教諭 柿沼 隆太先生 埼玉大学教育学部附属特別支援学校へ

教諭 増田 美佳先生 行田市立行田中学校へ

教諭 朝日 亮太先生 行田市立西小学校へ

教諭 高橋 優菜先生 行田市立行田中学校へ

教諭 茂原 和博先生 行田市立行田中学校へ

教諭 上遠野 隼汰先生 行田市立南河原小学校へ

事務主事 柳原 澄江先生 行田市立北河原小学校へ

ALT マイケル ﾚｶﾞｽﾋﾟ先生 行田市立中央小学校へ

日 曜 学 校 行 事 等
4/8 水 入学式・始業式

9 木
10 金 発育測定
13 月 給食開始 ２・３年 PTA 授業参観 学級懇談・役員決め
16 木 全国学力・学習状況調査(３年)
17 金 離任式
22 水 埼玉県学力・学習状況調査（１～３年）
23 木 歯科健診①
24 金 生徒個人写真撮影
28 火 心電図（１年）
30 木 内科検診①

5/1 金 部活動保護者会 新旧評議員会
12 火 中間テスト
13 水 内科検診②
14 木 歯科健診②
15 金 PTA総会 PTA歓送迎会

学校は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
４月９日(木)より臨時休業となります。
なお、以下の行事等は中止又は延期、検討としました。
今後も生徒・保護者・教職員の健康・安全を第一に

考え、対応してまいりますので何卒、ご理解、ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

【中止】PTA 授業参観、２・３年学級懇談・役員決め
交通安全教室、PTA総会、PTA歓送迎会
部活動保護者会、新旧評議会、１年校外学習

【延期】全国及び県学力・学習状況調査、発育測定
生徒個人写真撮影、各種検診、修学旅行

【検討中】離任式、２年校外学習、中間テスト

令和２年度 教職員紹介
校 長 有山 博之 行田市立太田中学校より

教 頭 國嶋 武

教務主任 大橋 功二夫

副 教 務 大谷 功子

特別支援（さくら） 中谷 梢 行田市立見沼中学校より

特別支援（のぞみ） 手塚 美有希

特別支援 副担任 黒川 仁美

養護教諭 増田 かおり

事務主幹 小島 泰江

事務主事 山本 真理 行田市立西小学校より

学力向上支援教員 長島 久章 行田市立太田中学校より

拠点校指導教員 松本 由美 行田市立忍中学校より

さわやか相談員 原口 亨江

さわやか相談員 山口 久美

きらきらサポーター 戸張 ますみ

きらきらサポーター 広瀬 康子 行田市立行田中学校より

A L T ミレラ ブルンドショユ 行田市立太田中・埼玉中より

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 寺社下 眞知子

１年主任 塚田 篤

１年１組 清水 勇汰

１年２組 島田 泰地 久喜市立鷲宮中学校より(新採用)

１年３組 松永 はる香

１年４組 塚田 真悟

１年５組 秋山 悠

１ 年 副 担 任 横村 悦実 行田市立南河原中学校より

２年主任 鈴木 実

２年１組 松本 亮平

２年２組 伊藤 純 久喜市立菖蒲中学校より

２年３組 柳澤 奈津子

２年４組 松田 昂也

２ 年 副 担 任 稲垣 優奈 （新採用）

３年主任 悴田 友也

３年１組 渡邉 陽

３年２組 廿楽 紘子

３年３組 出口 智康

３年４組 馬場 久喜

３ 年 副 担 任 瀬島 幸子 行田市立行田中学校より
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