
いよいよ令和４年度の始まり、本校創立６５年目の船出を迎えました。新１年生１６２名を迎え、
全校生徒５０８名での新学期のスタートです。
本年度も学校教育目標である「純美にしてファイトに富む学校」を目指し、生徒一人ひとりの良さを

生かし、可能性を引き出し、これからの社会をたくましく生き抜く力を育
んでいきたいと思います。
保護者、地域のみなさまにおかれましては、これまで本校の教育活動

に対しまして温かいご支援、ご協力をいただいたことに感謝申し上げま
す。ぜひこれからも、生徒が輝く学校づくりにご協力お願いします。

神埼中学校 学校だより ４月号
文責 校長 牟田 禎一

学校教育目標

「純美にしてファイトに富む学校」

４月１１日（月）に、令和４年度第６５回
入学式を行いました。今年度は新入生１６２名
が希望と期待に胸をふくらませ入学しました。
式辞では、行動目標である「神対応」を身につ

けてほしいことや坂村真民さんの「念ずれば 花ひ
らく 」を紹介し、自分の夢や目標を達成するため
に、一生懸命に頑張ってほしいという話をしました。

３月２１日から静岡県で開催された文部科学
大臣杯第１３回全日本少年春季軟式野球大会
で、全国３位となりました。全国の強豪相手にす
ばらしい成績を残してくれました。毎日の地道な取
り組みがこの成績につながったと思います。本当に
嬉しい限りです。

また、３月３０日には市役所へ表敬訪問を行
い、市長様はじめ多くの方々からお祝いの言葉をい
ただきました。

←左のQRコードを読み取っていただくと、学校HPがご覧になれます。そこに学校だよりも掲載しています。

「念ずれば 花ひらく」 坂村真民

念ずれば 花ひらく

苦しいとき 母がいつも口にしていた

このことばを

わたしもいつのころからか

となえるようになった

そうしてそのたび

わたしの花がふしぎと

ひとつひとつ ひらいていった

新型コロナウイルス感染症対策について
学校では、健康観察を行うとともに、手洗いや

うがいの励行、マスクの着用、咳エチケットの指
導など基本的な感染症対策を徹底します。ご家
庭でも登校前に健康状態（検温、風邪症状の
有無等）の確認及び濃厚接触者等になった場
合の連絡をよろしくお願いします。

１回戦 神埼中４－０ 三国中（福井県）
２回戦 神埼中４－０ 遠野西（岩手県）
３回戦 神埼中３－２ 八木中（奈良県）
準々決勝

神埼中３－２ 丸亀東中（香川県）
準決勝

神埼中０－２ 名古屋ドジャース
（愛知県）



年度末の人事異動で転退職された先生方にお
かれましては、神埼中のために本当に頑張っていた
だきました。
これまでのご尽力に対して感謝申し上げるととも

に、今後のご活躍を期待しております。

家庭訪問の日程につきましては、後日担任から
連絡を差し上げます。本年度は、新型コロナウイル
ス感染症対策のため、短時間の訪問と考えており
ますので、ご了承ください。

11 月 入学式

12 火
中1給食開始
第1回地区委員会(PTA)

14 木 全校集会(総務認証式)

15 金
PTA学級役員選出
生徒会入会式 部活動紹介

19 火
全国学力･学習状況調査
国数理(3年生)

20 水 家庭訪問１日目
21 木 家庭訪問２日目
22 金 家庭訪問３日目
25 月 家庭訪問４日目
26 火 家庭訪問５日目
28 木 家庭訪問６日目 安全点検
29 金 昭和の日

新所属等

原田　浩臣 教頭先生 千代田中（校長）

吉丸　祐太 事務長先生 高木瀬小

藤瀬　匡太 先生 鳥栖中（主幹教諭）

中原裕香子 先生 ご退職

小峰　豊子 先生 ご退職

佐藤　晴一 先生 ご退職・神埼中

原口　直哉 先生 基山中（主幹教諭）

藤原真理子 先生 三田川中

坂本　　渉 先生 神埼市教育委員会

上野　敬三 先生 千代田中

堤　　果林 先生 諸富中

德永　拓也 先生 佐賀県庁

田中　美也 先生 千代田中

平石　邦子 先生 鳥栖中

金山       穣 先生 旭小

お名前

職名 氏名 教科 部活動 職名 氏名 教科 部活動

担当学級等 （前任校等） 担当学級等 （前任校等）

校長 牟田 禎一 １年主任 中山 賢治 国語 バレー男子

教頭 石橋 和幸 社会 １年１組担任 坂下 史明 理科 バスケ男子

（神埼市教育委員会） １年２組担任 中野 莉渉 英語 テニス女子

事務長 法師山 崇正 （新規採用）

（成章中） １年３組担任 山口  彰 数学 野球

主幹教諭 澁谷 由美子 国語 卓球 （思斉中）

（城西中） 男女 １年４組担任 岡野 夢花 理科 バレー男女

教務主任 深瀬 信博 技術 １年副担任 境  吉彦 保体 ソフトボール

（千代田中） １年副担任 前田 愛梨 数学 陸上

生徒指導主事 横田 弘樹 数学 陸上 （鳥栖中） 競技

３年副担任 競技 ２年主任 美山 淳子 英語 陸上競技

養護教諭 名古屋有美子 空手道 2年1組担任 御厨 勇佑 社会 テニス男子

 養護教諭補助 御厨 淳子 2年2組担任 森川 光優 理科 バレー女子

（採用） （新規採用）

主任主査 岡部 圭子 2年3組担任 松岡 寛敏 保体 ハンド男子

（基里中） 2年4組担任 柿本 恵里 保体 剣道

図書司書補 米倉 聡子 2年5組担任 福田 由紀子 音楽 吹奏楽

事務補 石井 厚子 2年6組担任 平島 健太 社会 空手道

市学力向上講師 井手真理子 数学 2年副担任 田中友香里 国語 卓球男子

生活支援員 今村三和子 （成章中）

岩﨑 晴子 2年副担任 小田 佳子 数学 文化・美術

池田 健二 2年副担任 伊東 栄次 数学 バレー男女

田中 美希 （基里中）

川村  顕 理科 3年主任 大串里津子 理科 卓球女子

（千代田中） 3年1組担任 芦原奈津子 英語 バスケ女子

陣内 陽子 英語 3年2組担任 大川 明美 家庭 文化

（採用） 3年3組担任 横尾 健斗 社会 野球

SC 黒木 宏二 （中原中）

SSW 寺本 葉子 3年4組担任 築地美由紀 保体 ソフトボール

ＡＬＴ ジェシー バロヤ 3年5組担任 志波 哲郎 社会 剣道

3年副担任 佐藤 晴一 美術 美術

3年副担任 三好 諒子 英語 テニス男女

江頭三保子 国語 ハンド女子

（田代中）

なかよし2担任 池田 淳子 音楽 吹奏楽

江口 菜海 国語 バスケ男女

（三田川中）

なかよし3

担任

ハンド

男子

特別支援

教育支援員

初任者研修

指導

初任者研修

指導

なかよし1

担任

神対応（かみたいおう）について

「時を守り 場を清め 礼を正す」

これは、教育学者の森信三先生の言葉で、
職場再建の３原則として提唱されました。教育
現場はもとより、企業理念など多方面で活用さ
れていますので、耳にされている方も多いと思い
ます。
本校でも行動目標として掲げています。生徒

には、この３原則は将来に向け、身に付けてほし
い行動規範だと話をしています。


