
 

 

 

 

＜学校教育目標＞ 〇本気で学ぶ生徒 〇友達を尊重しる生徒 〇自ら心身を鍛える生徒 

 

生徒 保護者 職員 地域の誇りとなる学校を目指して 
                                                             校長 藤間 隆子 

 

 

令和４年度、加須市立加須西中学校としての新しい学校生活が始まりました。 

  本年度は、１０９名の新入生を迎え、２年生１１７名、３年生１３４名の全校 

生徒３６０名での出発となりました。本年度も教職員一同、力を合わせて教育活 

動にあたりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

さて、加須西中学校には、昭和３９年に加須西中生徒会が制定し、平成２２年 

に改訂された「新 伝統に生きる」という生徒の中に脈々と受け継がれている西中の目指す姿があります。

全部で８つです。２、３年生は、よく知っていると思いますが、改めて、これまでの先輩たちが、どのよ

うな学校を目指してきたのか、イメージしながら読んでください。今の西中は、このようになっています

か。皆さんの先輩が大切にしてきたものが継承されていますか。先輩たちは自分たちで考えて、こんな西

中を目指してきたのです。しかし、伝統とは、今までのものをそのまま受け継ぐことではありません。現

在あるものをよりよくしていき、新たな伝統を作り続けることが、伝統になっていくのです。是非、皆さ

んで、素晴らしい加須西中学校をつくっていきましょう。 

そのためにも、「立志」、皆さんには是非、志を立ててほしいと思います。目標を立て、達成するため

にやることを明確にし、それに向かって自分の限界に挑戦してほしいのです。新しい学年が始まるという

このスタートをチャンスと捉え、チャレンジ・挑戦し、チェンジ・成長してほしいのです。チャンス、チ

ャレンジ、チェンジです。 

これからの世の中、感染症や災害、地球温暖化の

影響など、何が起こるかわからない時代です。そ

れでも、皆さんにはその場その場で、人としてよ

りよい選択を積み重ね、仲間と協力して主体的に

行動し、自立して社会貢献できる人になってほし

いと思っています。そして何よりも皆さんには幸

せな人生を歩んでほしいのです。そのための土台

作りを、この西中で、みんなでしっかりやってい

きましょう。 

終わりになりますが、「教育は、家庭の教えで芽

を出し、学校の教えで花が咲き、社会の教えで実

を結ぶ」という言葉があります。保護者の皆様、

かけがえのない大切なお子様が明日への希望と意

欲をもって、自分らしい花を咲かせることができ

るように手を取り合って互いに責任を果たしてい

きましょう。どうぞ、本年度も本校教育活動への

御支援と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

加須市立加須西中学校 

学校だより ４月号 

令和４年４月８日 

あかまつ 
明るいあいさつ 

笑顔あふれる 

加須西中！ 

新 伝統に生きる 

一  日本一の赤松林、澄んだ空気 

二  明るいあいさつ、ていねいな言葉遣い 

三  交通ルール、マナーを守った登下校 

四  清掃の行き届いた校舎・校庭 

五  正しい服装、輝く名札 

六  全校でしっかり臨む朝会 

七  チャイムと同時に始まる授業 

八  友情で結ばれた明るく楽しい学校 

  

 

昭和３９年加須西中生徒会制定 

          平成２２年加須西中生徒会改訂 



４月の行事予定 令和４年度教職員紹介 

お世話になりました 

転出された先生方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校  長 藤間 隆子  

教 頭 中西 忠弘 昭和中より 

教務主任 生方 徹男 数学・野球 

１年主任 小澤 拓也 英語・バスケット（男） 

１年１組 老本 拓矢 国語・柔道 

１年２組 船橋 良輔 数学・卓球（男）、郷土芸能、野球 

１年３組 大貫 涼子 新採用保体・バレー（女） 

１年副担任 檜山 貴子 家庭・音楽、美術 

１年副担任 増田登世子 英語・ソフトテニス（女） 

１年副担任 内田 昌身 英語・ソフトテニス（女） 

２年主任 小川 道代 国語・筝曲 

２年１組 清水 優斗 保体・バスケット（男女）、陸上（男女） 

２年２組 石川 諒平 英語・ソフトテニス（男） 

２年３組 下山 和章 理科・ソフトテニス（女） 

２年副担任 木村 由佳 英語・卓球（男） 

２年副担任 今泉 美保 社会・科学 

３年主任 中山  聡 社会・ソフトテニス（男）、サッカー 

３年１組 山中 良太 技数・バドミントン（女） 

３年２組 山口 陽菜 理科・バスケット（女）、科学 

３年３組 因幡 幸代 音楽・音楽、箏曲 

３年４組 篠澤  忠 国語・陸上競技（男女） 

３年副担任 星野 充哉 英語・サッカー 

３年副担任 横山信太郎 数学・剣道 

あかまつ１組 川原 想至 保体・剣道、柔道、バドミントン（女） 

あかまつ２組 木塚  暦 美術・美術 

あかまつ副担任 金子 武 昭和中より 

あかまつ副担任 野中 晴雄 北川辺中より 

養護教諭 吉田  瞳 郷土芸能 

教諭 荒井 里美 産休 

事務主任 見ル野一真  

用 務 員 川北 郁江 新採用 
さわやか 
相談員 小川 智子  

スクールカウ
ンセラー 金井喜久栄 隔週勤務 

介 助 員 新井由美子 礼羽小より 

ＡＬＴ デニス・キアゲ  

日 曜 行 事 予 定 備考 

８ 金 入学式・１年ＰＴＡ、１学期始業式 部活動なし 

９ 土   

10 日   

11 月 ３時間授業 教科書配布 部活動なし 

12 火 ３時間授業 写真撮影、避難訓練  

13 水 ５時間授業 身体計測、給食開始 Ｂ日課 

14 木 新入生歓迎会、尿検査１次  

15 金 ２・３年ＰＴＡ授業参観 Ｐ会計監査  

16 土  部活動なし 

17 日   

18 月 Ⅰ期時間割開始 部活動なし 

19 火 全国学力学習状況調査（３年）  

20 水 専門委員会 Ｂ日課 

21 木 尿検査忘れ分  

22 金 離任式、生徒朝会 部活動なし 

23 土   

24 日   

25 月   

26 火 内科検診 Ｂ日課

部活動なし 

27 水 本入部顔合わせ  

28 木 歯科健診、修学旅行説明会、部活動保護者会  

29 金 昭和の日  

30 土   

教 頭 小海 昭彦先生 騎西中学校へ 

 教 諭 山畑美奈子先生 加須東中学校へ 

 教 諭 向後 浩恵先生 騎西中学校へ 

教 諭 中根 善広先生 昭和中学校へ 

教 諭 猿山 恭弘先生 越谷市立大袋中学校へ 

用務員 堀 貞代先生 退職 

保護者様 

行事等の予定は変わることがあります。

あらかじめ御了承ください。 

５月のおもな行事 

１２日 県学力学習状況調査    ２４日 内科検診 

１８日 心臓検診（１年）       ２７日  修学旅行～２９日まで  

２０日 授業参観、ＰＴＡ総会       

         

 


