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ご挨拶 

 今年度より、校長として東部中学校でお世話になります 濵 喜一郎 と申します。同じ茅野市内の

長峰中学校より参りました。一日も早く、東部中学校の生徒、保護者、地域の方々と繋がり合いながら、

共に歩んで行かれますように努めて参りますので、よろしくお願いいたします。 

 

令和４年度 １学期始業式 校長講話 

１２８名の新入生と１７名の先生方を迎え、令和４年度が始まりました。１年生のみなさん入学おめ

でとうございます。２年生、３年生のみなさん、それぞれに進級おめでとうございます。まず、今日と

いう日を迎えられたことを「当たり前」思うのではなく、ここまで頑張ってきた自分、そして自分をこ

れまで支えてくれている家族をはじめ仲間や、みなさんにつながるたくさんの方へ感謝の思いをもつこ

とを大切にしてください。 

そして、今日は、たくさんの出逢いが、この東部中学校に満ちています。今日という出発の日のたく

さんの出逢いを大切にするところから始めていきましょう。 

令和４年度のスタートに当たって、３つのことをお伝えします。 

一つ目は、今日の入学式、そして令和４年度の始業式という節目に当たり、新しい出発の決意をしっ

かりもってほしいということです。中学生であるみなさんには、大きな大きな可能性があります。その

可能性を活かすためには、「目標」や「願い」、「希望」が必要です。この出発に当たり、どんな一年間

にするのか、どんな一学期にするのかという決意をもってください。 

二つ目は、今年度の東部中学校の重点です。昨年度から、２，３年生のみなさんは、「主体的」とい

う言葉を何度も聞いてきたと思います。今年度はその「主体的」ということを継続し更に高めていくこ

とを重点とします。合い言葉は「Think＆Act」、「考え、行動する」です。様々な場面で「もっとよくす

るにはどうしたらよいだろうか」と自分で考え、自分で行動することを大切にしてください。 

三つ目は、コロナ対策です。学校で、まず、一番に大切なことは、生徒のみなさんの「健康と安全」

です。なかなか感染症の状況がおさまりません。どんなに対策をしていても罹ることのある病気である
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『Think & Act』 

～何事にも主体的に考動できる生徒の育成～ 

・自ら問いをもち学びを深められる「主体的・対話的で深い学び」 

・自分を大切にし他者意識をもてる仲間づくり 

・地域の一員として地域で活躍できる生徒 

学校だより 
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という温かい人権感覚に基づいた理解を全員がもち、感染症対策のためにできることを丁寧に、通常の

学校生活が送れる状況になる様に継続していきましょう。 

 

３つのことをお話ししました。「決意」「主体的」「コロナ対策」大切にしてください。それでは、令

和４年度が始まります。がんばっていきましょう。 

 

 

 

 

令和４年度がスタートしましたが、全国を見ても長野県内を見ても、新型コロナウイルス感染症拡大

はなかなか衰えず、日々、感染者が報道されています。この状況を踏まえ、今後も意識を高くもち、十

分な感染予防対策を講じていく必要があります。本年度も、子どもたちの「安全・安心」と「学びの保

障」を大切にして取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。 

１ 感染予防の基本 

 （１）「３密」を避ける 

   ① 教室の座席は、前後・左右１ｍ以上の間隔をとります。 

   ② 教室の換気は、窓を５ｃｍほど開け、常に換気ができるようにします。（対角線で２カ所） 

     また、３０分に１回は窓をしっかり開けて換気をします。 

   ③ 密着の回避は、授業中や休み時間等に生徒が密着する場面を作らないようにすると共に、指 

導を継続します。 

 （２）マスクの着用 

   ・運動時（保健体育の授業、運動系の部活動等）及び飲食時を除いて、常にマスクを着用します。 

   ・登下校中は、十分な距離が確保できる場合を除いてマスクを着用します。 

 （３）手指の消毒 

   ・登校したら、アルコール消毒又は手洗いをします。 

   ・給食の前やトイレ使用後、活動を伴う授業の開始前及び活動終了後は手洗いをします。 

 （４）水分補給 

   ・水筒を持参し、水分補給をします。（授業中３０分に一度窓を開けるときには、水分補給） 

２ 毎日の「検温・健康観察」 

本年度も毎日の「検温・健康観察」を LEBER にて各家庭にお願いします。気になる状況がありま

したら、保健所への相談と共に学校への電話でのご連絡をお願いします。また、ご家族の方が新型コ

ロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者と特定されたり、ＰＣＲ検査等を受けたりした場合も、学

校への電話でのご連絡をお願いします。 

３ 給食時の対応 

 （１）給食の運搬と配膳 

   給食当番は、身支度を整え、手洗いをしてから運搬及び配膳を行います。準備・片付けの時間に

ついては、学年毎に時差を設定し、密にならずに行えるようにします。 

 （２）給食時の机の配置と飲食 

   机は前向きに配置し、無言で飲食をします。また、飲食後会話をする際は、マスクを着用します。 

４ 授業での留意事項 

  感染警戒レベルに応じて、近距離での対面形式となるグループワークや近距離で共同作業等の活動 

を制限します。 

５ 集会等の対応 

  集会を実施する場合は、前後・左右十分な間隔をとります。また、学年単位の集会を行う際は、体 

 新型コロナウイルス感染症への対応についてご理解とご協力をお願いいたします 
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育館を使用します。 

７ 欠席をした場合の「学びの保障」 

コロナ対応等よって欠席をする場合は、Teams による授業対応を実施します。Teams による授業お

いても、双方向の学びができるよう各教科で研究をしていきます。なお、この対応については、コロ

ナによる欠席だけでなく、他の理由による欠席や不登校対応においても進めていきます。 

８ 部活動の対応 

  現在、活動を中止としております。今後感染状況をもとに検討を行います。 

 

 

 

個人情報を含む資料の作成等について 

 例年、学校または学級単位で情報を速やかに共有する方策として「環境調査票」「生徒名簿」「生徒写

真」を作成しております。本年度も例年通り、上記資料の作成を予定しておりますが、個人情報にかか

わる諸問題を踏まえ、住所・氏名・電話番号等の情報は慎重に取り扱っていきたいと考えております。

「個人情報の保護に関する法律」の趣旨により、次のようにさせていただきます。 

Ⅰ 「環境調査票」の扱いについて 

（１）調査する内容は、「生年月日」「保護者名」「勤務先（緊急時連絡のため）」「現住所」「電話番号」

「家族構成」「通塾」「学校までの略図」等です。 

（２）調査票は、第三者の目に触れないよう、万全を期します。 

（３）収集した個人情報の一覧表（「生徒名簿」）は、４部のみ作成し、職員室・事務室(２部)・保健室

で保管します。（禁複写・禁帯出扱いとし、特別な事情がない限り、第三者の閲覧も許可しません） 

Ⅱ その他 

（１）以下の情報も、個人情報に相当するものとして、その都度本人及び保護者の承諾を得ながら慎重

に取り扱うべきですが、昨日配布した「個人情報取り扱い同意書」の提出をもって承諾の確認とさ

せていただきます。担任にご提出ください。 

  ① 生徒の学校生活の様子をお伝えする目的で、学級通信・学年通信・学校だより・学校ホームペ

ージ等で、写真や生徒作品（作文等）を掲載させていただく場合があります。 

  ② 各種コンクール・展示会等へ作品を出品することがあります。学年または学校単位でまとめて

出品する際の承諾は、個別の確認ではなく、一括して確認させていただく場合があります。 

③ 部活動等で対外的な競技会等に参加する際に提出するメンバー表が、大会要項等に掲載される

場合があります。 

（２）各行事では、記録または思い出として学校職員や業者がスナップ写真を撮る場合があります。 

① それらの写真を販売する際には、該当する学級または学年外の第三者が見本の閲覧または購入

ができないよう、見本展示の期間および場所を限定します。 

② 学校記録写真についての販売は原則として行いません。 

③ ３年卒業時に、学級担任が写真を配布することがありますが、中学校の思い出を共有するとい

う意義を温かくご理解いただければ幸いです。 

 

個人情報を調査させていただくものとしては、「環境調査票」の他に、「保健調査票」があります。

使用目的は、生徒の健康状態の把握、および、ケガ・病気の際の緊急対応（受診をする際の資料）

です。ご理解の上、ご協力ください。 
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令和 4年度 新任職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度 東部中学校職員組織 

◎学年主任 ○学年副主任 

1 学年 2 学年 3 学年 

１年１組担任 ○若林 翼 

１年２組担任 大野田 峻平 

１年３組担任 清水 映里 

１年４組担任 ◎田中 健雄 

若草１組担任 竹村 宏行 

蒼天１組担任 伊藤 亜祐雅 

１学年副担任 笠井 正啓 

        (統括 Co) 

１学年副担任 伊藤 綾華 

 

２年１組担任 笛吹 笑夏 

２年２組担任 古屋 哉子 

２年３組担任 澤田 和也 

２年４組担任 ◎伊藤 秀樹 

若草２組担任 植松 秀生 

蒼天２組担任 葛城 遥 

２学年副担任 ○小池 功治 

２学年副担任 波多野 まみ 

 

３年１組担任 髙𣘺 宏彰 

３年２組担任 白石 萌夏 

３年３組担任 ○中村 勝 

３年４組担任 池上 一輝 

蒼天３組担任 長﨑 美智 

３学年副担任 ◎小島 康弘 

        (生徒指導主事) 

３学年副担任 山川 能史 

        (副教務・進路指導主事) 

３学年副担任 辰野 大地 

4 学年 

教頭         河西  明 

教務主任     山﨑 雅也 

養護教諭     小口 知美 

栄養職員     中山 よし子 

初任研コーディネーター     名取 秀樹 

サポート教室担当 松尾 美佐子 

特別支援教育支援員 両角 早苗 

特別支援教育支援員 奈良井 弥生 

特別支援教育相談員 小平 千加子 

事務主事     竹入 由美子 

事務員         石山  薫 

図書館司書   飯田 里香 

主任調理員   戸出 陽子 

調理員       実藤 由美 

調理員       丸山 美和 

調理員       山口 晴美 

調理員       両角 美香 

用務員       中野 富司 

スクールサポートスタッフ   上島 妙美 

ＡLＴ       アンドリュー 

・ジョプリング 

校長       濵 喜一郎 

令和４年度 よろしくお願いいたします！ 

氏　名 前任 担当・教科 氏　名 前任 担当・教科

1
はま　きいちろう

濵　喜一郎
茅野市立長峰中学校 校長 10

たけむら　ひろゆき

竹村　宏行
諏訪市立上諏訪中学校 英語

2
いけがみ　かずき

池上　一輝
伊那市立伊那東小学校 国語 11

たつの　だいち

辰野　大地
信州大学 数学

3
いとう　あやか

伊藤　綾華
根羽村立根羽学園 家庭 12

なとり　ひでき

名取　秀樹
原村立原中学校

初任研
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

4
いとう　あゆま

伊藤　亜祐雅 国際武道大学 保健体育 13
はたの　まみ

波多野　まみ 塩尻市立塩尻西部中学校 理科

5
いとう　ひでき

伊藤　秀樹
諏訪市立諏訪西中学校 数学 14

わかばやし　つばさ

若林　　翼
飯田市立旭ヶ丘中学校 美術

6
おおのだ　しゅんぺい

大野田　峻平
中央大学 英語 15

アンドリュー・
ジョプリング

茅野市立北部中学校 ＡＬＴ

7
かさい　まさひろ

笠井　正啓
茅野市教育委員会 国語 16

といで　ようこ

戸出　陽子
茅野市立永明中学校

調理室
室長

8
かつらぎ　はるか

葛城　　遥
諏訪市立諏訪西中学校 英語 17

もろずみ　みか

両角　美香
茅野市立長峰中学校 調理員

9
たかはし　ひろあき

髙𣘺　宏彰
長野市立三陽中学校 理科

茅野市立東部中学校 
濵 喜一郎(校長) 
〒391-0011 茅野市玉川 10030 
電話 79-5050 Fax 79-5242 


