
🔶 元気なあいさつ 明るい歌声 笑顔あふれる中央中学校                    

     中央中だより 
３Work （Team・Net・Foot）を大切に中央中の子供たちのために 

 

 今年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、午前中に入学式（保護者各家庭 1名）、

午後に始業式を行いました。新入生 160 名が入学し、新 2 年生 157 名、新 3 年生 156 名が進級しま

した。中学校入学及び進級おめでとうございます。全校生徒 473名と教職員 51名で令和 4年度の学校

生活がスタートしました。今年度もコロナ禍での学校生活を送ることになります。健康・安全を第一に考

えながら、充実した楽しい学校生活になるように教職員一同、生徒と共に頑張っていきたいと思います。

本校では、基本的な感染対策は引き続きしっかりと行っていきますが、何よりも大切なことはウイルスを

学校に持ち込まないことだと考えます。本校では毎朝、健康観察カードをチェックしています。そこには

前日就寝時の体温、当日起床時の体温、本人と同居家族の体調不良の有無を記入するようになっています。

登校前に必ず健康観察を保護者が責任をもって行ってください。健康観察の結果、本人及び同居家族に発

熱（37℃以上）や風邪症状、体調不良が認められる場合は登校を控えるようにお願いいたします。また、

健康観察カードを忘れた場合はご家庭（もしくは職場）に健康状態の確認の電話をさせていただきますの

でご承知おきください。ご協力をお願いいたします。 

《令和４年度当初の職員異動》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職・転出された先生方、お世話になりました。新天地・新生活でのご活躍とご健康を祈念します。 

今年度着任された先生方、よろしくお願いします。中央中生徒のために一丸となって頑張りましょう！ 

令和４年４月８日発行 第１号 

校 長    中村 洋一郎 

中央中さわやか相談室 ３階 

相談室 ☎ 2959-9591 

【退職・転出】（敬省略・順不同） 

○○ ○○ 教諭（国語）退職 

○○ ○○ 講師（国語）任期満了 

○○ ○○ 教諭（音楽）任期満了 

○○ ○○ 教諭（国語）任期満了 

○○ ○○ 初任者指導教諭  任期満了 

○○ ○○ さやまっ子相談員 任期満了 

○○ ○○ 初任者後補充（理科） 任期満了 

○○ ○○  教頭（数学）狭山市立入間野中へ 

○○ ○○  教諭（理科）狭山市立西中へ 

○○ ○○ 教諭（数学）狭山市立西中へ 

○○ ○○ 教諭（保体）狭山市立狭山台中へ 

○○ ○○ 教諭（英語）入間市立豊岡中へ 

○○ ○○ 教諭（音楽）日高市立高根中へ 

○○ ○○ 教諭（技術）所沢市立柳瀬中学校へ 

○○ ○○ 教諭（理科）狭山市立西中へ 

○○ ○○ 教諭（技術）狭山市立入間川中へ 

○○ ○○ 市費事務    狭山市立新狭山小へ 

○○ ○○ 給食配膳員 狭山市立山王中学校へ 

○○ ○○ SSS    所沢市立西富小へ 

○○ ○○ 介助員   狭山市立笹井小へ 

○○ ○○ 介助員   狭山市立堀兼中へ 

【転入・新採用】（敬省略・順不同） 

○○ ○○  教頭（理科）西部教育事務所より 

○○ ○○  教諭（国語）狭山市立柏原中より 

○○ ○○ 教諭（英語）狭山市立柏原中より 

○○ ○○ 教諭（理科）川越市立霞ヶ関東中より 

○○ ○○  教諭（技術）所沢市立三ケ島中より 

○○ ○○ 教諭（社会）所沢市立美原中より 

○○ ○○ 教諭（数学）新採用 

○○ ○○ 教諭（音楽）新採用 

○○ ○○ 教諭（保体）新採用 

○○ ○○ 講師（音楽）狭山市立狭山台中より 

○○ ○○ 教諭（理科）狭山市立入間野中より 

○○ ○○ 教諭（社会）狭山市立柏原中より 

○○ ○○ 初任者指導教諭（西中兼務） 

○○ ○○ 通級指導員指導者（広瀬小兼務） 

○○ ○○ 市費事務   狭山市立入間野小より 

○○ ○○ 給食配膳員 狭山市立狭山台中より 

○○ ○○ さやまっ子相談員 

○○ ○○ SSS     新規 

○○ ○○ 介助員    新規 

 



令和４年度 中央中学校教職員 

校 長 中村洋一郎 教 頭 ○○ ○○ 教務主任 ○○ ○○ 

1学年主任 ○○ ○○ 1-1担任 ○○ ○○ 1-2担任 ○○ ○○ 

1年副担任 ○○ ○○ 1-3担任 ○○ ○○ 1-4担任 ○○ ○○ 

1年副担任 ○○ ○○  

2学年主任 ○○ ○○ 2-1担任 ○○ ○○ 2-2担任 ○○ ○○ 

2年副担任 ○○ ○○ 2-3担任 ○○ ○○ 2-4担任 ○○ ○○ 

3学年主任 ○○ ○○ 3-1担任 ○○ ○○ 3-2担任 ○○ ○○ 

3年副担任 ○○ ○○  3-3担任 ○○ ○○ 3-4担任 ○○ ○○ 

3年副担任 ○○ ○○  

わかたけ主任 ○○ ○○ わ 1組担任 ○○ ○○ わ 2組担任 ○○ ○○ 

 介助員 ○○ ○○  

通級指導教室 ○○ ○○ 指導員 ○○ ○○ 指導員指導

者 

○○ ○○ 

養護教諭 ○○ ○○ 栄養教諭 ○○ ○○ 初任者指導教諭 ○○ ○○ 

県事務 ○○ ○○ 市事務 ○○ ○○ 市事務 ○○ ○○ 

さやまっ子相談員 ○○ ○○ さやまっ子相談支援員 ○○ ○○ SC ○○ ○○ 

図書館司書 ○○ ○○ ALT ○○ ○○ AT ○○ ○○ 

校務員 ○○ ○○ 校務員 ○○ ○○ SSS ○○ ○○ 

給食配膳員 ○○ ○○ 給食配膳員 ○○ ○○ 給食配膳員 ○○ ○○ 

後補充講師 ○○ ○○ 未定（音） ○○ ○○   

＊令和４年度は教職員総勢 51名で Team中央はスタートします！ 1年間、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《部活動顧問》 

1 野球 ○○・○○ 

2 サッカー ○○・○○ 

3 陸上 ○○・○○ 

4 男子テニス ○○・○○ 

5 女子テニス ○○・○○ 

6 女子バレー ○○・○○ 

7 女子バスケット ○○・○○ 

8 バドミントン ○○・○○ 

9 男子卓球 ○○・○○ 

10 女子卓球 ○○・○○ 

11 剣道 ○○・○○ 

12 吹奏楽 ○○・○○ 

13 美術 ○○・○○ 

14 パソコン ○○・○○ 

本校の部活動は任意加入制ですが、部活動に所属

して“人間力の向上”を目指しましょう！ 

4月 1日（金）着任式 

中央中学校の伝統行事である転入職員歓迎の会

が今年も開催されました。中央中学校に新しく着

任した先生方を在校職員全員で温かく迎える儀

式です。職員手作りの大きなくす玉を用意して、

転入職員に紐を引いてもらいます。綺麗な紙吹雪

と温かな拍手の中、令和４年度の職員室も素晴ら

しいスタートを切ることができました。 

中央中学校はチームワーク抜群の先生方が揃っ

ている素敵な学校です！ 



 


