
         

 

 

不撓不屈 未来に向けて頑張りましょう 

 校長 山角 厚志 

 

 令和２年度の始業式と入学式が行われる予定でした。 

本来であれば、希望に満ちた明るい春を迎えた本日は、６９８名の生徒が元気いっぱいな笑顔で登校して、新

たな出会いがあったはずです。昨日、国から緊急事態宣言が発令され、川口市では、５月６日まで休校となり、

始業式が５月７日(木)、入学式が翌日８日(金)の運びとなりました。非常に残念なことですが、今は新型コロナウ

イルス拡大防止のため、国・県・市の指示の元、適切な対応をとって参りたいと思います。何卒ご理解を賜れば

と存じます。十二月田中学校に勤務する職員を代表して、この難局を「不撓不屈」の精神を持って乗り越えてい

こうと思います。今は我慢の時です、しっかり力を蓄える時にしましょう。 

さて本校は、開校６５年目という長い歴史と伝統を持つ学校です、２２６名の新入学予定の１年生をはじめと

して、男子３６２名、女子３３６名、全校生徒数６９８名、学級数１８級、また、小林環前教頭先生をはじめ２１

名の教職員が本校を去り、新たに２３名が着任し、教職員数４４名でのスタートとなる予定です。 

 私は校長として２年目を迎えることとなりました、十二月田中学校の着実な歩みを止めぬよう、全力で邁進してまい

ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。すでに新元号「令和」となりましたが、元号が代わり初めての一学

期となります。そして、今の状況を考えると、いろいろな意味で、間違いなく「新たなる時代」を迎えておりま

す。 

 本年度は、５月から全校生徒６９８名での出発となりますが、一人一人これから新たなクラスで、新たな友や先生と

出会い、そこで人と人との新たな絆を作っていってくれるものと期待しています。しばらくは家庭で過ごすことが多く

なりますが、今できること、今しか出来ないことは何かを常に考え、模索していきましょう。 

 学校も、登校できない皆さんに，何が出来るかを常に考え、子供たちのためにをモットーに、地道な努力を継続して

いきます。 

５月になれば、生徒、保護者、地域の方々とたくさんの新たな出会いがある、と楽しみにしています。この出会いを

大切にし、絆を深めながらみんながこの十二月田中学校が地域の学校としてみなさんから愛され、そして誇りに思って

いただける学校となるように努めていきます。 

 そして常に教育の原点に立ち、「学校で学び・家庭で躾・地域で見守る」を念頭に、学校では確かな学力を身に

付けさせ、学びを通し生きていく力を育んでいきたいと思います。これまで通り、三者(地域・家庭・学校)が一体

となり、教育を進めさせていただきます。 

本年度もこれまで同様、保護者、地域の皆様との「絆」を大切に育んで参ります。どうぞよろしくお願いします。 

本校の学校教育目標は「心豊かにたくましく生きる生徒」としております。学校は、教育目標に向かって邁進

して参ります。 

令和２年度 十二月田中学校 教育の方針  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ＮＯ．１－２０２０  令和２年４月８日号 

学 校 だ よ り 

川口市立十二月田中学校 

 

川口市朝日１－１１－３ 

電話（２２２）５４４４ 
 

学校教育目標   心豊かにたくましく生きる生徒 

                 ～輝く笑顔 光る汗～ 

校  訓     自主・勤勉・責任 

 

生徒の行動目標  明るい挨拶・しっかり清掃・守ろう時間 

 



☆転出・退職教職員 

＜転出＞ 

○教 頭          小林 環     川口市立鳩ケ谷中学校へ 

○教 諭（英語）      井上 満     川口市立安行中学校へ 

○教 諭（保体）      小野 友愛    川口市立西中学校へ 

○教 諭（技術）      片野 清夏    川口市立在家中学校へ 

○教 諭（数学）      佐藤 翔太    草加市立新田中学校へ 

○初任者指導        伊東 博     川口市立青木中学校 

○事務主任         串田 岳史    川口市立安行中学校へ 

○教 諭（理科）      筑丸 夏愛    川口市立戸塚中学校へ 

○教 諭（英語）      川嶋 千明    川口市立安行中学校へ 

○教 諭（英語）      池澤 貴子    入間市立野田中学校へ 

○すこやか相談員      川原塚エリ    川口市立里中学校へ 

○校務員          仁平 清     川口市立小谷場中学校へ 

   ＜退職＞ 

○教 諭（国語）      小幡 文夫    川口市立安行中学校へ 

○教 諭（理科）      中井 弘子     

○教 諭（英語）      小杉 敏明     

○教 諭（数学）      大野 千里    県立大宮中央高校へ 

○教 諭（保体）      藏前亜理佐    神奈川県大磯中学校へ 

     ○サポート相談員      小林美和子     

   ＜任期満了＞ 

     ○特別支援教育支援員    古川 美恵    

     ○学校図書館司書      堀田伊里子   元郷中学校へ 

     ○アシスタントティーチャー 鈴木 典子    

☆転入教職員 

＜転入＞ 

○教 頭          山田 博之   蕨市立中央小学校より 

○教 諭（保体）      泉  豊子   川口市立戸塚西中学校より 

○教 諭（保体）      妹尾 真    川口市立東中学校より 

○教 諭（数学）      田尻 慎    川口市立里中学校より 

○教 諭（技術）      尾﨑 裕也   川口市立南中学校より 

○教 諭（国語）      長島 彩佳   川口市立鳩ケ谷中学校より 

○教 諭（英語）      谷田部英美   草加市立瀬崎中学校より 

○教 諭（英語）      早水久美子   草加市立谷塚中学校より 

○教 諭（理科）      鈴木 雄真   新採用 

○初任者指導教諭      梅野 博    川口市立芝中学校より 

○教 諭（数学）      清水 裕彦   川口市立青木中学校より 

○教 諭（保体）      上村 雄一   川口市立芝東中学校より 

○事務主事         小泉 智弘   川口市立青木中央小学校より 

○教 諭（理科）      竹本 大起   川口市立小谷場中学校より 

○教 諭（国語）      四十八願 巧  川口市立芝中学校より 

○教 諭（数学）      村田 拓海   ４月２７日より（渡部芽衣教諭の産休代替として） 

     ○教 諭（数学）      白岩 和馬   ４月１６日より 新卒 

     ○すこやか相談員      合田恵美子    

     ○サポート相談員      海宝 一恵   川口市立元郷中学校より 

     ○特別支援教育支援員    植松 節子   川口市立領家中学校より  

     ○学校図書館司書      大内 芳江    

     ○アシスタントティーチャー 森 真由美 

     ○校務員          竹内 忠雄   川口市立朝日西小学校より 

 

 

 



☆令和２年度教職員一覧 

 学年（職名） 氏 名 担当教科 部活動 

    1 校   長  山角 厚志  保健体育 ― 

2 教   頭  山田 博之 保健体育 ― 

3 主幹教諭  桶舎 真一郎 数学 柔道 

4 １－１担任  佐藤 大輔 国語 水泳 

5 １－２担任  松島 由幸 保健体育 ハンドボール男子 

6 １－３担任  渡邊 香菜 社会 ソフトボール 

7 １－４担任  宇野 良平 社会 サッカー 

8 １－５担任  齊藤 結乃 英語 吹奏楽 

9 １－６担任  花本 洸 理科 科学 

10 １年副坦任  白岩 和馬 数学 書道 

11 １年副坦任  羽鳥 弘次 美術 美術 

12 １年副坦任  渡部 芽衣 （村田 拓海 ４／２７より） 数学 柔道 

13 ２－１担任  北澤 正崇 社会 演劇 

14 ２－２担任  船越 未歩 音楽 吹奏楽 

15 ２－３担任  長島 彩佳 国語 水泳部 

16 ２－４担任  妹尾 真 保健体育 ハンドボール女子 

17 ２－５担任  松本 夕夏 家庭科 卓球女子 

18 ２－６担任  粂井 英佑 理科 陸上 

19 ２年副担任  田尻 慎 数学 ハンドボール 

20 ２年副坦任  竹本 大起 理科 ソフトボール 

21 ２年副坦任  上村 雄一 保健体育 野球 

22 ２年副担任  谷田部英美 英語 剣道 

23 ３－１担任  結城 映子 国語 卓球男子 

24 ３－２担任  石川 剛介 社会 サッカー 

25 ３－３担任  尾﨑 裕也 技術 バスケットボール男子 

26 ３－４担任  早水久美子 英語 英語 

27 ３－５担任  高橋 省吾 英語 バレーボール女子 

28 ３－６担任  神田 正樹 保健体育 野球 

29 ３年副坦任  清水 裕彦 数学 コンピューター 

30 ３年副坦任  泉  豊子 保健体育 陸上 

31 ３年副坦任  四十八願 巧 国語 卓球男子（剣道） 

32 ３年副坦任  鈴木 雄真 理科 バスケットボール女子 

33 養護教諭   柳澤 美佳 ― ― 

34 事務主事    小泉 智弘 ― ― 

35 すこやか相談員      合田恵美子 ― ― 

36 サポート相談員      海宝 一恵 ― ― 

37 特別支援教育支援員    植松 節子 ― ― 

38 学校図書館司書      大内 芳江 ― ― 

39 初任者指導員       梅野 博 ― ― 

40 アシスタントティーチャー 森 真由美 ― ― 

41 校務員          竹内 忠雄 ― ― 

42 校務員          小林 輝子 ― ― 

43 給食配膳員         岡本いつみ ― ― 

44 スクールカウンセラー   藤枝 真紀子 ― ― 

    



～ お 知 ら せ ～ 

１ ５月６日（水）まで臨時休校となります。 

 

２ 入学式・始業式については下記の日程に延期となります。 

  ５月７日（木）始業式 

５月８日（金）入学式 

 

３ 臨時休校の登校日は４月１６日（木）となります。 

  時間  ・１年生   ８：２０ 登校 

・２年生 １０：２０ 登校 

・３年生  １３：００ 登校 

  

４ 臨時休校中の校庭開放は以下の通りです。 

  ９日（木）、１０日（金）、１３日（月）、１４日（火）、１５日（水）、１７日（金） 

  ２０日以降の予定は追って連絡します。 

  下記の時間の割り振りを原則とします。 

     ９：００～１０：００  １年生 

    １０：００～１１：００  ２年生 

    １１：００～１２：００  ３年生 

   ※校庭開放利用の際は、昇降口の受付で必ず健康観察簿を提出して下さい。 

 

 ５ 今後の連絡については、本校ホームページ・川口市ホームページ及び緊急保護者メールをご確認く

ださい。 

 

 

 

 
 


