
入学・進級おめでとうございます
新型コロナウィルスによる臨時休業で、特に新入生には、

スムーズなスタートが切れず、また、直前での変更が相次ぎ、

ご心配ご迷惑をおかけいたしました。本日の登校日について

も、当初は新しい担任と、新しい仲間と、学級開きの学活を

１時間ほど行う予定でしたが、急激な感染拡大のため教科書

等の荷物の受け取りを分散して行うことに変更しました。特

に新入生の通学距離が遠い人にとって、初めての登校日で重い荷物を持っての登下校は、

危険や負担も大きいと判断し、保護者の方の受領も可能といたしました。

さて、本校の学校教育目標は「自立・共生」です。目指す学校像は 誰もが「安心して

頑張り 伸びる」学校 ～今、できることを一つずつ～ です。教職員一同、生徒一人一人が

伸びる学校を目指して、全力で教育活動に取り組んでまいりますので、保護者の皆様には、

ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

閉塞感の多い昨今ですが窓の外は春を迎えています。天覧山・多峯主山には、山ツツジ
と う の す やま

が綺麗に咲いています。緊急事態宣言でも密閉・密集・密接を避けての散歩やジョギング

は可のようです。心身の健康のために、出かけてみてはいかがでしょうか。

～ 転出・転入された先生方です ～
☆転出職員等 ～お世話になりました～ ☆転入職員等 ～よろしくお願いします～
職 名 氏 名 転出先等 職 名 氏 名 前任校等

教 頭 阿左美宏明 定年退職 教 頭 戸口 智雄 埼玉県教育委員会

教 諭 森下 弘章 飯能・飯能第一中 教 諭 林 美砂恵 飯能・飯能第一中

教 諭 久保谷芽衣 川越・城南中 教 諭 伊藤 若芽 新採用

教 諭 丸屋 剛 飯能・原市場中 教 諭 藤巻 隆 大川学園高等学校

教 諭 岡田 邦枝 飯能・原市場中 教 諭 志村明日香 新採用

学習支援員 畑 智也 任期満了 教 諭 内田菜穂子 東野高等学校

栄養教諭 齋藤 紘子 坂戸・入西小 学習支援員 棚澤由紀子 日高・高麗川中

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 天地 朋子 任期満了 学校栄養士 大野 好美 飯能・飯能第一小

〇有元皆歩教諭は、出産・育児休暇で１年間 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 石原 廣人 埼玉県教育委員会

お休みになります。 初任者指導員 齋藤 健 飯能・飯能第一小

お知らせ
①現時点では、５月７日（木）・８日（金）８：２５登校・３時間・給食無しの予定です。

５月１１日（月）から給食開始で５時間授業と考えています。（５月６日まで登校日は

行わない予定ですが、新担任から週に１回程度、健康確認等の電話をおかけします）

②保護者会・ＰＴＡ活動等も現時点では予定が立っておりません。学校再開後に計画を立

て、連絡したいと思います。

③今後も急な変更等あるかも知れません。

大きな変更の場合は、２・３年生は緊

急連絡網。新入生は、電話でお知らせ

しますが、随時、西中携帯サイトで情

報をご確認ください。

天覧山
校 訓 「誠・和・進」

学校教育目標 「自立・共生」
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文責：山﨑 敏雄

飯能西中 学校だより

西中携帯サイト

http://www.hanno.ed.jp/nishi/mobile/



令和２年度職員組織 ～ よろしくお願いします ～
所 属 氏 名 教科 部活動顧問 役職 氏 名

とうのす主任 浅見 友博 国語 ｿﾌﾄﾃﾆｽ(男子)･（ｻｯｶｰ） 校 長 山﨑 敏雄

とうのす A担任 志村明日香 保体 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（女子） 教 頭 戸口 智雄

とうのす B担任 松本 陽子 英語 ソフトニス（女子） 教務主任 利根川健二(国語･野球)

１学年主任 別府 史康 社会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（男子） 養護教諭 萩谷 麻衣子

１Ａ担任 小柳 渉 数学 剣道（男女） 事務主任 村野 健太

１Ｂ担任 髙沢優美子 家庭 吹奏楽・（卓球） 事務職員 鈴木 美紀

１Ｃ担任 川﨑 育郎 理科 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（女子） 用務員 須田 永一

学年担当 内田菜穂子 保体 ソフトボール（女子）さわやか相談員 渡邉 美香

２学年主任 鈴木 正伸 技術 ソフトボール（女子）学習支援員 棚澤 由紀子

２Ａ担任 沼田 一樹 数学 卓球（男子） AET ケイ・ハマバタ

２Ｂ担任 伊藤 若芽 英語 ソフトテニス（男子）ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 石原 廣人

２Ｃ担任 林 美砂恵 美術 美術（男女） 図書整理員 只木 静枝

学年担当 藤巻 隆 理科 野 球 学校栄養士 大野 好美

３学年主任 池上 正一 社会 サッカー 初任者指導 齋藤 健

３Ａ担任 嶋﨑 正樹 保体 陸上競技（男女）

３Ｂ担任 木村美奈子 音楽 吹奏楽（男女） ※村野 事務主任

３Ｃ担任 熊澤 馨 国語 ソフトテニス（女子） 石原 スクールカウンセラー

学年担当 森 生郎 理科 サッカー 齋藤 初任者研修指導員は、

学年担当 本橋 洋 英語 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（男子） 写真を掲載できませんでした。

利根川 山﨑 戸口 内田 別府
松本 浅見 志村 小柳 髙沢 川﨑

鈴木 藤巻 本橋 池上 森
沼田 伊藤 林 嶋﨑 木村 熊澤

棚澤 ケイ 渡邉 只木
須田 鈴木 萩谷 大野


