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入学・進級

２２４名で新生 依田窪南部中スタート

花の便りも各地で聞かれ、暖かな春の日ざしがうれしい季節となりました。
本日、７８名の新入生のみなさんをお迎えしました。新入生のみなさん、保護者の皆様、
ご入学おめでとうございます。これから一緒に楽しい中学校生活を過ごしていきましょう。
入学式に先立ち、統合・開校式を行い、２２４名の生徒のみなさんと新しい職員組織の
もと、新生依田窪南部中学校がスタートしました。学校を開き、ご家庭の皆様、地域の方〄
のご支援、ご協力をいただきながら学校運営を進めて参りたいと思います。お気軽に学校
へお越しいただき、学校の様子をご覧ください。１年間、よろしくお願いいたします。

新任職員の紹介
両澤 宏樹（もろさわ ひろき）
今井 拓也（いまい たくや）
若山
拓（わかやま たく）
竹内 文明（たけうち ふみあき）
西澤 直美（にしざわ なおみ）
石原 千幸（いしはら ちゆき）
西村 良幸（にしむら よしゆき）
山越 元之（やまこし もとゆき）
八木澤菜央（やぎさわ なお）
柳澤 章仁（やなぎさわ あきひと）
附田 賢一（つくだ けんいち）
林
広美（はやし ひろみ）
岩波 理恵（いわなみ りえ）

和田中学校より＜教頭＞
和田中学校より＜音楽＞
和田中学校より＜国語＞
和田中学校より＜数学＞
和田中学校より＜家庭科＞
和田中学校より＜理科＞
和田中学校より＜社会＞
上田市立丸子北小学校より＜事務主事＞
千曲市立五加小学校より＜国語＞
和田中学校より＜英語＞
佐久市立浅間中学校より＜保健体育＞
新規＜給食調理員＞
和田中学校より＜育休＞

お願い＆お知らせ
○様〄な行事などについて学校・学年だより、
公式Ｗｅｂページ、マスメディア等で生徒
の姿を紹介させていただきます。個人が特定
されないよう工夫いたしますが、支障がある
場合は学級担任までお知らせください。
何か不明な点などありましたら気軽にお問い
合わせください。ご意見・ご感想をお寄せく
ださると幸いです。
依田窪南部中学校ホームページ URL：www.yodakubo.ed.jp/
○スクールカウンセラーの加藤 梨沙先生、飯田 宏二先生、油井理恵子先生が定期的
に来校します。相談希望がありましたら、遠慮なく学校へお問い合わせください。
○『セクハラ』『体罰』等の非違行為根絶のために窓口（校長室）、生徒相談窓口（保健
室）を設けております。今後、保護者の方からの問い合わせやお申し出があれば、ご
相談ください。
○本日、オクレンジャーの「簡単利用利用設定ガイド」をお配りしました。４月１４日
までにご家庭で設定お願いします。４月１９日に試験配信、２４日より運用します。

職員編成組織

◎学年主任

学校長
原澤 利明（はらさわ としあき）
教頭
両澤 宏樹（もろさわ ひろき）
教務主任 今井 拓也（いまい たくや）
副教務主任・新たな学校づくり 笠原 孝志（かさはら たかし）
〃
竹内 文明（たけうち ふみあき）
１学年 １組担任
矢嶋 俊樹（やじま としき）
＜技術＞
２組担任 ◎西村 良幸（にしむら よしゆき） ＜社会＞
３組担任
附田 賢一（つくだ けんいち）
＜保健体育＞
副担任
○都築 由美（つづき ゆみ）
＜社会＞
〃
峯村 智子（みねむら ともこ）
＜音楽＞
〃
佐藤
優（さとう ゆう）
＜英語＞
〃
今井 拓也（いまい たくや）
＜音楽＞
２学年 １組担任
有賀祥太郎（あるが しょうたろう）＜数学＞
２組担任 ○竹内 文明（たけうち ふみあき） ＜数学＞
副担任
◎中島 賢生（なかじま けんせい） ＜理科＞
〃
石原 千幸（いしはら ちゆき）
＜理科＞
〃
浦野 敦夫（うらの あつお）
＜英語＞
〃
八木澤菜央（やぎさわ なお）
＜国語＞
３学年 １組担任 ○若山
拓（わかやま たく）
＜国語＞
〃
小林 愛弥（こばやし あや）
＜保健体育＞
２組担任
西澤 直美（にしざわ なおみ）
＜家庭科＞
〃
◎今井 雅人（いまい まさと）
＜美術＞
３組担任
畑
陽子（はた ようこ）
＜国語＞
〃
柳澤 章仁（やなぎさわ あきひと）＜英語＞
副担任
笠原 孝志（かさはら たかし）
＜保健体育＞
５組担任
○峯村 智子（みねむら ともこ）
６組担任
浦野 敦夫（うらの あつお）
７組担任
小林 愛弥（こばやし あや）
５・６・７組副担任 ◎柳澤 章仁（やなぎさわ あきひと）
〃
矢木澤菜央（やぎさわ なお）
〃
笠原 孝志（かさはら たかし）
数学非常勤講師 小林喜美子（こばやし きみこ）
英語非常勤講師 関 万里子（せき まりこ）
ＡＬＴ
スコット・パーマー
養護教諭
中村 伊子（なかむら よしこ）
司書事務
小池 和枝（こいけ かずえ）
事務主事
山越 元之（やまこし もとゆき）
事務
武井 綾子（たけい りょうこ）
栄養士
大池奈津希（おおいけ なつき）
給食調理員
大久保敦子（おおくぼ あつこ）
〃
丸山
綾（まるやま あや）
〃
林
広美（はやし ひろみ）
庁務士
小池 隆吉（こいけ りゅうきち）
〃
大日向 悟（おびなた さとる）
育休
兼原とし子（かねはら としこ）
岩波 理恵（いわなみ りえ）
組合教育委員会（局長） 竹重 節子（たけしげ せつこ）
スクールカウンセラー
加藤 梨沙（かとう りさ）
〃
飯田 宏二（いいだ こうじ）
〃
油井理恵子（ゆい りえこ）

○学年副主任

