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今年は卒業生を送り出す頃には正門の辛夷もつぼみを膨らませ始めました。こうして桜よりも一足早く、
こぶし

５代目の辛夷は３月のカレンダーをめくるのを待ちきれずに花を咲かせました。６弁の大花を見事に開かせ、
こぶし

部活動に登下校する黒浜中生を迎えては見送ります。白くて見た目にもふわっと柔らかな花びらがゆったり
と揺れる姿は、まるで生徒の皆さんに柔らかな笑顔を振りまきながら手を振っているかのようです。地域の
皆様によって支えられている黒浜の恵みを、力に代えることができるのは黒浜中学校の生徒だからでしょう。

今日も校庭では野球部が練習をしています。午後のフリーバッティングで、バットから放たれる爽快な音
はテンポ良く響き、新年度の準備を進める私たち教職員の足取りを軽くしてくれます。西校舎では吹奏楽部
員がパート練習を行っています。トランペットにトロンボーンなどそれぞれが楽器の音色に耳を澄ませなが
ら譜面を進めていきますが、心なしか楽しそうに演奏しているように聞こえます。この２つの部はちょうど
時を同じくして黒浜運動公園に集います。８日日曜日、蓮田市野球競技会合同開会式に野球部は選手として
参加し、吹奏楽部は開会のファンファーレから｢君が代｣｢見よ､勇者は帰りぬ(得賞歌)｣を演奏し、練習の成
果を披露します。だから、全ての部活動が校庭で､体育館で､校舎で黒浜中学校ならではの心地よい音を響か
せます。なんとも嬉しく、校庭の桜花と重なって春爛漫を実感させてくれるのです。

愛に溢れる学校 － 仲間とともに学べる幸せを知る － 校長 橋 本 和 人
保護者の皆様並びに地域の皆様におかれましては、昨年度の教育活動につきまして一方な

らぬご理解ご協力を賜りましたことに厚くお礼申し上げます。お陰様をもちまして、平成３

０年度も４月９日に入学式始業式を迎えることができます。新入生１２１名、２年生１１５

名、３年生１２３名、合計３５９名、学級数１２クラス、教職員３３名で出発いたします。

正門で皆さんをお迎えする辛夷は本校のシンボルツリーです。
こぶし

今年の春はついにその花を咲かせました。ひとえに地域の皆様から

注がれた愛情のお陰と感謝申し上げます。辛夷の花言葉は人情を表

す意味の「友情、友愛、愛らしさ、歓迎、信頼」です。辛夷の花が

愛を象徴するように、本校は「愛に溢れる学校」を目指します。

あなたが愛を惜しみなく与える人間に成長することを願っている

のです。勉学にスポーツに芸術にと情熱を燃やす根底にはそれらを

大切に思う気持ちがあり、他者を自分と同じように慈しみ、そして

個人の感情を超越した幸せを願う深く温かい心があります。それら

の根底はたっぷりの愛に溢れています。

そして辛夷が、桜がその花びらを大空いっぱいに広げるように、
こ ぶ し

いいえそれ以上に、黒浜中の皆さんは志を胸に、黒浜中学校という

キャンバスを所狭しと、本分である学びに邁進することでしょう。どうぞ一途に、一心に。

本校を愛する心を生徒に育み、地域・保護者の皆様からの信頼に応え高めるために、

職員一同、皆様とともに「チーム黒浜中」で教育活動を展開して参ります。保護者の皆様

並びに地域の皆様には本年度も相変わらぬご支援賜りますようよろしくお願いいたします。

結びに、こぶしの木を植樹頂いております木村造園様のご高配に厚くお礼申し上げます。

学校教育目標「求めて学ぶ ～自立・共生・創造～」
「求めて学ぶ」 愛と情熱をもって指導する教師が集う学校を目指します。

「自立」 子どもたちが生き生きと活動し、笑顔の絶えない学校を目指します。

「共生」 いじめがなく、自ら切磋琢磨し互いに高めあう学校を目指します。

「創造」 生徒が主体的に活動し、心の底から学習活動を楽しむ学校を目指します。

目指す学校像「子どもたちの笑顔が絶えない、地域・保護者から信頼される、愛に溢れる学校」

黒浜中学校の
シンボルツリー
「辛夷（こぶし）」

ありがとうございましたありがとうございました
平成３０年度当初人事において、下記の教職員が転退職しました。
黒浜中学校のために尽力された先生方でした。大変お世話になりました。

・的場敏幸 教頭 越谷市立東中学校へ ・若林こず枝 教諭 退職
・大島琢哉 教諭 蓮田中学校へ ・宮下直子 教諭 退職
・鈴木裕之 教諭 幸手市立幸手中学校へ ・長瀬美代子 教諭 退職（平成３０年度
・下川菜摘 教諭 越谷市立中央中学校へ 非常勤講師として本校で勤務します）

４月から新たに次の職員が、黒浜中学校に赴任いたしました。
・大野明彦教頭 春日部市教育委員会より ・小川貴史教諭 新採用
・大⽯直樹教諭 春日部市⽴豊野中学校より・椙⼭美⾹教諭 ⿊浜⻄中学校より
・⽥巻⾥実教諭 ⾏⽥市⽴⻑野中学校より ・五⼗畑邦⼦教諭 ⽩岡市⽴南中学校より
・吉⽥和枝教諭 ⿊浜⻄中学校より ・三浦恵美教諭 ⿊浜⻄中学校より
・大江英之教諭 拠点校指導教員 どうぞよろしくお願いします。

平成３０年度 職 員 構 成

本年度３３名の教職員で、気持ちを新たにスタートします。子どもたち
一人一人の夢をはぐくむため、教職員一丸となって教育活動に努めていく
決意です。保護者・地域の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いします。

○校⻑︓橋本 和⼈ ○教頭︓大野 明彦 ○教務主任︓⻄⼭ 昌⼦
○副教務︓酒井 昭久 ○養護教諭︓岡安 陽⼦ ○事務主幹︓⼭川 睦美

１ 学 年 ２ 学 年 ３ 学 年
学年主任 ⿅島 善昭 （数学） 伊藤 智⾏ （国語） 粟倉 孝久 （数学）
１組担任 ⿅島 善昭 （数学） 伊藤 智⾏ （国語） 粟倉 孝久 （数学）
２組担任 ⽥巻 ⾥実 （保体） 宮澤由美⼦ （数学） 大⽯ 直樹 （英語）
３組担任 小川 貴史 （英語） 森 翔太朗 （保体） 矢島加代⼦ （社会）
４組担任 北島 樹 （技家） 折原 達哉 （理科）
学年担任 ⼆階堂正剛 （⾳楽） 河上 征⼀ （社会） 吉⽥ 和枝 (国語)

三浦 恵美 (国語) 五⼗畑邦⼦ （英語） 野口 照⼦ （美術）
５組 椙⼭ 美⾹ （特支）
○教科指導補助講師︓江原 浩次 (理） ○⼼のホット相談員︓古市あけ美・大森 康雄
○学校栄養⼠︓⻄ 洋⼦ ○庁務⼿︓堀江 志朗・⼭下 豊
○スクールカウンセラー︓須永理恵⼦ <産休 齋藤麻衣⼦・⽯坂 繭⼦・髙橋 裕⼦>

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ４月 の主な行事＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

日 曜日 行 事 予 定 日 曜日 行 事 予 定
9 月 第72回入学式・始業式 １年PTA 中央委員会① 21 土

10 火 対面式 交通安全指導（登校時） 22 日

11 水 交通安全指導（登校時） 給食開始 身体測定 23 月 授業参観(5h) 学年・学級懇談会

生徒会オリエンテーション 臨時時間割

12 木 県学力・学習状況調査(全学年) 臨時時間割 24 火 生徒会朝会①

避難訓練6h 中央委員会② 部活体験入部開始 25 水 部活動本入部開始

13 金 臨時時間割 SC来校 26 木 歯科検診(8:30～) 生徒手帳用写真撮影(6h)

14 土 PTA本部会（10:00～;第1会議室） 27 金 ふれあいデー 生徒会朝会 SC来校

15 日 28 土 PTA本部会（バザー準備10:00～：第一会議室）

16 月 臨時時間割 29 日 昭和の日

17 火 3年全国学力・学習状況調査 前期時間割開始 30 月 振替休日

専門委員会①

18 水 4/12～4/24部活動体験入部期間

19 木 ４時間授業 尿検査１次①

20 金 尿検査１次② 安全点検日 PTA総会 SC来校


