
発行 

 

 

 

 

 

 

 

＜三共＞ 共に学び、共に鍛え、共に向上できる生徒の育成  

                             校 長  西 山  宏 

 校庭の春の花々も咲きはじめ、今年も入学・進級の季節を迎えました。心地よい春風の中で、 

４月１０日に「平成２９年度 第４０回入学式及び第１学期始業式」が行われました。 

 保護者の皆様、お子様のご入学、ご進級、誠におめでとうございます。平成２９年度は６０ 

名の新入生を迎えて、生徒数２２１名、９学級でスタートすることになりました。どの顔も新 

しい先生、新しいクラス、新しい生活に夢や希望に胸を膨らませながら、入学と進級の喜びに 

輝いていました。 

 さて、私は、平成２９年度当初人事異動により、吉澤 達也 校長先生の後任として着任しま 

した西山 宏と申します。開校４０年目の節目の年に、欅や桜などの木々に囲まれた自然豊か 

な西中学校に勤務できることを大変うれしく思い、また身の引き締まる思いであります。 

平成２９年度も、保護者の皆様に信頼され、地域の皆様に愛される学校を目指し、教職員一 

丸となって取り組んでまいりますので、引き続きのご理解と温かいご支援・ご協力をお願い申 

し上げます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成２９年度 人事異動について 

 

  転入職員                 転出等職員 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２９年度  教職員組織】  ※ ◎は学年主任  ◆は兼務発令者 

校  長 西山  宏 栄 養 主 任 渡邊 由美 

教  頭 里見 誠治 図書館指導員 瀧澤 悦子 

教務主任 ◆松原 正明 特別支援教育支援員  豊島由美子 

教  務 長谷川 幸 ＡＬＴ（通年） マリア テレサ 

養護教諭 芳野 尚子 さわやか相談員 廣井 陽子 

事務主幹 渡辺 敏子 用 務 員 酒井由希子 

給食調理委託（株式会社 レパスト） 

 調理員：本澤 春美  新井 悦子  横手 成美  紺野 恵  松岡 直美  比留間ゆり子 

 第１学年 第２学年 第３学年 

１ 組 ◆中村 彰宏 （英語） 川幡 順子 （数学） 田口 北美（英語） 

２ 組 加藤美佐子 （国語） 蟹江 文久 （社会） 内田  智（社会） 

３ 組     岡野  剛（数学） 

担任外 
◎立岡 由之 （保体） 

富田 和美 （数学） 

◎清水 善和 （国語） 

小川 莉央 （保体） 

◎栗原 幸子（理科） 

 中嶋 真吾（技術） 

非常勤 
田口由美子 （家庭） 

早川 秀司 （美術） 

石井 貞子 （数学） 

 

伊藤 操子（英語） 

はばたき担任 

（特別支援学級） 

 向井 智映 （特支） 

 

 祐貴 （特支） 髙橋 早苗（特支） 

 ※学校４・３・２制（小中一貫教育）推進のための兼務発令（埼玉県教育委員会）により、中村 

教諭は石戸小学校５、６年生の外国語活動を、松原教諭は栄小学校の５、６年生の音楽を指導 

します。 

 ※長谷川 幸 教諭は育児休業より復職しました。 

※在外教育施設派遣（バンコク日本人学校） 中村 駿 教諭 

＜かば桜学園 西中学校だより＞ 
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学校４・３・２制 

（小中一貫教育）推進校 

           
笑顔あふれ、優しさと 

行動力をはぐくむ学校 

欅    

け や き 

 

 

校長 西山  宏（保体）北本市立石戸小学校より 

教諭 清水 善和（国語）北本市立宮内中学校より 

教諭 富田 和美（数学）北本市立東中学校より 

教諭 中嶋 真吾（技術）新採用 

教諭 髙橋 早苗（特支）北本市立北本中学校より 

教諭  祐貴（特支）北本市立北本中学校より 

教諭 向井 智映（特支）新採用 

教諭 小川 莉央（保体）新採用 

図書館指導員 瀧澤 悦子 北本市立宮内中学校より 

ALT マリア テレサ 新採用 

スクールカウンセラー 正金 五月 

 

校長 吉澤 達也（社会）北本市教育委員会へ 

教諭 赤井摩弥子（国語）退職 

教諭 池田 年永（保体）北本市立栄小学校へ 

教諭 笹原 伸一（数学）北本市立東中学校へ 

教諭 野﨑 淳一（特支）退職 

教諭 松本 有輝（理科）北本市立宮内中学校へ 

教諭 坂本  慎（特支）上尾市立南中学校へ 

教諭 原  ミカ（特支）秩父市立大田中学校へ 

教諭 佐野  栞（理科）鴻巣市立吹上中学校へ 

教諭 足立  啓（技術）坂戸市立坂戸中学校へ 

ALT アントニー・ショウ 北本市立北本中学校へ 

学力向上支援員 西澤  洋子  北本市立西小学校へ 

図書館指導員   島野  晶子 北本市立宮内中学校へ 

スクールカウンセラー 柿澤 史子  

 

西中メール配信に登録をお願いします！ 

 本校では開かれた学校づくりや緊急時の連絡等のため、西中メール配信を行っております。 

１年生の御家庭には別紙にて登録の方法等を掲載した通知を全家庭に配布しておりますので、 

ぜひとも登録をお願いします。なお既に登録されている御家庭は、学級やＰＴＡ役員等の登録 

の変更をお願いするメールを配信しますので、各御家庭で登録の変更をお願いします。また、 

２・３年生の保護者の方で新規登録を希望される場合は、担任まで御連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 

共に学び、共に鍛え、共に向上できる生徒の育成 

目指す将来像 

 「 自 ら 人 生 を 拓 く 」 

目指す生徒像 
 

◇すべての学びに一生懸命になれる生徒 

◇気づき考え行動できる生徒 

◇学校や社会に貢献できる生徒 

◇健康・体力づくりに意欲的な生徒 

◇仲間と連帯感を深められる生徒 

◇他者への思いやりにあふれた生徒 

北本市立西中学校 学校教育目標 

目指す学校像   

笑顔あふれ、優しさと行動力をはぐくむ学校 



 ― 4月の主な行事予定 ― 

 ※事情により変更される場合があります。 

４／10(月)  入学式・始業式  ＰＴＡ役員決め（19:00～)   

４／11(火) 対面式 部活オリエンテーション 全校生徒指導集会 （弁当持参） 

４／12(水) 発育測定、さくらランチ（弁当持参）３時間授業 

４／13(木) 埼玉県学力・学習状況調査（１年：国・数、２・３年：国・数・英） 給食開始 

４／14(金) 授業参観⑤、保護者会⑥ 

４／17(月) 正式時間割開始 

４／18(火) 全国学力・学習状況調査（３年：国・数＋質問紙調査）、自転車通学者集会 

４／20(木) 避難訓練  第１回各種委員会 

４／21(金) 生徒評議会 離任式、ＰＴＡ総会 

４／26(水) 生徒集会、内科検診（３年、１－１） 

４／27(木) 歯科健診（２年、１－２）、第２回各種委員会 

４／28(金) 離任式⑤ PTA総会 15:30  PTA歓送迎会 18:30 

 

 

  

 「かば桜学園」西中学校・石戸小学校・栄小学校では、平成２４年度より小中一貫教育推進に係る

取組を行ってまいりました。今年度はこれまでの取組を継続するとともに、言語活動の充実を図りな

がら、引き続いて義務教育の９年間を４年間（小１～小４）・３年間（小５・６・中１）・２年間（中

２・３）の３つの期間に分けて考える「学校４・３・２制」の考え方を入れながら、確かな学力、豊

かな人間性、健康・体力の育成を目指していきます。その際、それぞれの学校の職員が兼務教員とし

てそれぞれの学校を行き来して指導するとともに、３校の職員が３つの部会に分かれ、協力して様々

な取組を推進していきます。 

 

 

 

 

≪平成２９年度小中一貫教育に係る主な取組の日程≫ 

＜３校の教職員の取組＞ 

 ◇小中合同研修会  （４月２５日  ８月２１日 ） 

 ◇小中合同推進委員会（４月１９日  ７月２１日  ２月２１日） 

＜３校の児童・生徒の交流の取組＞  

 ◇小中交流行事 ⇒第１回ジョイントスクール    （７月１１日 全日） 

          ※部活動体験（見学）は第１回ジョイントスクールで行う予定です。 

第２回ジョイントスクール    （１月２６日 ３時間） 

          小学校球技大会、体育大会へ向けた中学生派遣 

リトルティーチャー派遣 

あいさつ運動 歌声交流 

 ※ あくまでも現在の予定ですので、変更の場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兼務教員（西中学校教諭２名が兼務：埼玉県教育委員会より兼務発令） 

西 中 松原教諭が栄小（小５・６）で授業 中村教諭が石戸小（小５・６）で授業 

石戸小 原則として毎週、教職員が西中の中１の授業観察や授業支援に来校 

栄 小 原則として毎週、教職員が西中の中１の授業観察や授業支援に来校 

＜県公立高等学校等＞ 

・上尾（普通・商業） 

・上尾鷹の台（普通） 

・上尾橘（普通・情報） 

・伊奈学園総合（普通） 

・大宮（普通） 

・大宮光陵（普通） 

・桶川（普通） 

・桶川西（普通） 

・北本（普通） 

・熊谷（普通） 

・熊谷女子（普通） 

・熊谷西（普通） 

 

 

＜県公立高等学校等＞ 

・鴻巣（普通・商業） 

・鴻巣女子（普通・家政科学） 

・不動岡（普通） 

・松山（普通） 

・大宮北（普通） 

・熊谷農業（食品科学） 

・大宮商業（商業） 

・大宮工業（建築・電子機械） 

・熊谷工業（電気） 

・吹上秋桜（Ⅰ部・Ⅱ部） 

・新座総合技術 

（デザイン・服飾デザイン） 

 

＜私立高等学校＞ 

・健大高崎（ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ) 

・大妻嵐山（普通） 

・開智（普通） 

・国際学院（普通） 

・栄北（普通）・栄東（普通） 

・秀明英光（普通） 

・淑徳与野（普通） 

・正智深谷（普通） 

・東京成徳大学深谷（普通） 

・東京農大三（普通） 

・本庄東（普通） 

・山村学園（普通） 

平成２８年度卒業生進路先 各自の目標に向かい元気に頑張ってください！ 

年度卒業生・進路先 それぞれの進路先で頑張っていることと思います！ 

 

 

家庭学習の充実に御協力を御願いします！ 

 平成２９年度が始まりました。本校では昨年度と同様に家庭学習に力を入れたいと考えており

ます。学校においては、少人数指導やティームティーチングを活用するなどして、より分かりや

すく充実した授業を目指して教職員も努力をしていきますが、基盤としての家庭学習の充実がや

はり不可欠と考えるからです。 

 これまでも各学年で様々な家庭学習の取組を行ってきておりますが、残念ながら二極化の傾向

も見られ、家庭学習が充実してきている生徒とそうでない生徒に分かれてしまっているような状

況です。このような状況をぜひとも改善して、全員が充実した家庭学習を行うことができるよう

にしていきたいと考えます。 

 ぜひ年度当初の生徒たちの新鮮な気持ちを大切にして、家庭学習の習慣づけを図ることができ

るように、御家庭でも励ましや助言等をよろしくお願いします。 

 

家庭学習を行う上で大切なこと 
＜環 境＞ 

 ○ 落ち着いた場所で静かな環境がよい。 

  ・テレビは必ず消す。 

 ○ 机の上を常に整理整頓しておく。 

  ・ゲームや漫画などを近くに置かない。 

＜時 間＞ 

 ○ 習慣化を図るために、毎日決まった時間に行うようにする 

 ○ たとえ時間が短くても集中してできるようにする。 

＜内 容＞ 

 ○ まずはその日の宿題を最初に行う。（ほとんど毎日宿題は出ます。） 

 ○ 復習は必ずその日のうちに行う。（教科書を見る、ノートを見る、応用問題をやってみる） 

 ○ 時間があれば予習を行う。（教科書を読むだけでも違う） 

学校４・３・２制（小中一貫教育）の推進について 


