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学校教育目標
・意欲をもち 自主的に学習する生徒
・人と郷土を愛し 進んで奉仕する生徒
・健康で はつらつとした生徒

＜令和２年春 校舎と桜＞

≪新天地、新生活でのご活躍を期待します！≫
今回の教職員定期異動により、１３名の先生方が、本校を去られました。新型コロナウイルス感染

予防のため、校内放送による離任式となりましたが、その後、生徒達との別れを惜しむ場面もありま
した。これまで、本校並びに本校生徒達のためにご尽力いただき、誠にありがとうございました。今
後のご活躍を期待しております。

○秋元史子教諭（音楽・進路指導主事） 退職
○日下田英彦教諭（美術・新採指導教員） 石橋中学校へ赴任
○小島香織教諭（英語・２年１組担任） 小山市立小山城南中学校へ異動
○小﨑良行教諭（国語・３年５組担任） 石橋中学校へ異動
○前原詩織教諭（数学・１年４組担任） 南河内中学校へ異動
○大久保俊輝教諭（数学・３年２組担任） 小山市立小山第三中学校へ異動
○三浦彩香主事（学校事務） 国分寺東小学校へ異動
○加藤修司講師（英語・１年２組担任） 退職
○川上哲矢講師（理科・３年副担） 新採教員として栃木市立東陽中学校へ赴任
○船生光子講師（保体・１年副担） 小山市立大谷東小学校へ赴任
○佐伯明弘非常勤講師（保体・新採後補充） 退職
○郷野美智子学校支援員（図書） 退職
○ギャニオン・デイビッドＡＬＴ 山梨学院高へ赴任

≪よろしくお願いします！（その１）≫
同じく今回の教職員定期異動により、国分寺中学校に異動若しくは採用となられた先生方の赴任の

挨拶です。早く本校に慣れてのご活躍を期待しています。
＜五月女 穣 教諭＞

はじめまして。今年度から第１学年主任を務めさせていただきます五月女穣（みのる）と申し
ます。よろしくお願いいたします。教科は、全学年の音楽を担当いたします。部活動は、吹奏楽
を担当いたします。国分寺中学校は合唱がとても盛んと聞いております。生徒と一緒に歌える日
が来るのを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
（県総合教育センターから異動）

＜若林 真奈美 教諭＞
栃木西中学校から異動してまいりました。栃木市での勤務が長かったので、下野市、そして国

分寺という地域での新たな出会いにワクワク、ドキドキしております。まだ短い時間しか生徒と
関われていませんが、礼儀正しく、何事にも一生懸命に取り組む姿がとても印象的です。私自身
も、生徒と共に学び、成長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。
（栃木市立栃木西中学校から異動）

＜追田 靖之 教諭＞
小山第三中学校から赴任してきました、追田靖之です。保健体育の担当で、３年生男子と１年

生女子の授業に出させていただきます。新型コロナウイルスの影響を大きく受けての年度始めと
なってしまいましたが、「今」を大切に過ごし、この状況にも負けない強い心と体を育んでいき
たいと思います。一つ一つに感謝の気持ちをもって取り組み、国中生と共に成長していきたいと
思います。（小山市立小山第三中学校から異動）

＜渋江 祥子 教諭＞
栃木市立藤岡第一中学校からまいりました渋江祥子です。下野市内での勤務は初めてとなりま

す。生徒たちと数日間過ごした中で、国分寺中生の良さを何度も感じることができました。明る
く元気な挨拶、物事に対する前向きな姿勢、他者を思いやる行動や自問清掃など、国分寺中生の
良さをさらに伸ばすことができるように尽力していきたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。（栃木市立藤岡第一中学校から異動）



＜西山 保奈美 教諭＞
小山第三中学校から異動してまいりました西山保奈美です。一日でも早く国分寺中学校に慣

れ、諸活動において生徒の力になれるよう努めていきたいと思います。また、自ら動く生徒が多
く、とても感動しました。そんな素晴らしい生徒たちと一緒に学校生活を送れることをとても楽
しみにしています。よろしくお願いいたします。（小山市立小山第三中学校から異動）

＜※「転入者や新採者からの挨拶」は、次号以降にも掲載します。＞

≪今年度校内組織、学級担任等一覧≫
本年度、本校校長３年目となりました石﨑です。現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、４

月１１日（土）より５月６日（水）まで、学校は臨時休業期間に入っておりますが、このような状況
が一刻も早く終息に向かい、また学校に明るく元気な生徒たちの姿が戻ってくることを願っています。
それでは、年度始めにあたり、本校の職員組織をお知らせいたします。

校内組織 学年組織

校 長 石﨑 雅也 第１学年 主任 五月女 穣 音楽

教 頭 生井 厚志 １年１組 担任 石﨑 真清 英語

教務主任 藤森 あゆみ １年２組 担任 草刈 勇貴 国語

生徒指導主事 稲葉 秀樹 １年３組 担任 柴田 祐希 社会

進路指導主事 加藤 義勝 １年４組 担任 若林 真奈美 数学

学習指導主任 赤石 一樹 １年５組 担任 荒井 貴洋 保体

保健主事 追田 靖之 １学年 副担任 宇賀神 志帆 理科

特別支援教育コーディネーター 上野 英男 〃（新採指導） 近野 裕之 社会

スクールカウンセラーコーディネーター 柿木 総子
第２学年 主任 羽鳥 美代子 国語

サポートセンターコーディネーター 神保 たい子
２年１組 担任 柴 栄 美術

道徳教育推進教師 柴 栄
２年２組 担任 西山 保奈美 英語

日本語指導担当教員 渋江 祥子
２年３組 担任 橋本 裕太 社会

地域連携教員 石﨑 真清
２年４組 担任 渋江 祥子 英語

図書館司書教諭 松島 俊之
２年５組 担任 横山 真樹 保体

養護教諭 柿木 総子
特別支援学級(６組)担任 神保 たい子 特支

栄養教諭（給食センター） 宍戸 恵美
２学年 副担任 赤石 一樹 理科

小中一貫教育コーディネーター 藤森 あゆみ

安全衛生推進者 横山 真樹 第３学年 主任 今野 勝巳 数学

初任者指導コーディネーター 藤森 あゆみ ３年１組 担任 追田 靖之 保体

事務長 池田 真弓 ３年２組 担任 松島 俊之 国語

主 事 郡司 祥 ３年３組 担任 福田 清香 家庭

公 仕 永井 久雄 ３年４組 担任 奥澤 知行 社会

学校生活支援員（介助） 増渕 寛子 特別支援学級(７組)担任 上野 英男 特支

学校生活支援員（図書） 宮坂 善子 ３学年 副担任 万年 穂 数学

スクールカウンセラー 江口 悠 〃 加藤 義勝 技術

ＡＬＴ トレシア ヘンリー

初任者指導教員 近野 裕之

部 活 動 組 織

野 球 横山・上野 バスケ男 松島・柿木 バドミントン 柴田・石﨑真

陸上競技 橋本・藤森 バスケ女 草刈・福田 バレーボール 稲葉・西山

サッカー 赤石・若林 卓 球 加藤・宇賀神 美 術 柴

テニス男 奥澤 柔 道 荒井・羽鳥 吹奏楽 五月女・万年
渋江

テニス女 今野 剣 道 追田・生井 水泳競技 神保


