
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 春光眩しい季節、新１年生２５０名を迎え入れ、東中学校の新しい年度が始まりました。令和２年度の

東中学校は２３クラス全校生徒７５３名でスタートです。教職員６０名、子どもたちの成長のため全力で努

めてまいります。ご支援いただきますよう、お願いいたします。 
 

１ 年 生 ２ 年 生 ３ 年 生 

主任 英語 山邉ダニエル 主任 英語 松嶋 秀和 主任 英語 佐藤真寿美 

特別支援 理科 平手 祐子 特別支援 数学 松原 郁夫 特別支援 家庭 北野 直子 

Ａ組 国語 深谷 勇子 Ａ組 保体 丸山  翔 Ａ組 英語 岡田  涼 

Ｂ組 理科 大西 将弘 Ｂ組 数学 大田 弘司 Ｂ組 数学 長縄 大輝 

Ｃ組 音楽 胡桃澤和香奈 Ｃ組 保体 山田 梨子 Ｃ組 数学 長谷川未樹 

Ｄ組 数学 川口 輝正 Ｄ組 社会 鈴木 雄大 Ｄ組 技術 佐藤  諒 

Ｅ組 数学 向井  柾 Ｅ組 国語 石川 まき Ｅ組 音楽 石川 りな 

Ｆ組 英語 佐川 信子(保健) Ｆ組 社会 石原  誠 Ｆ組 社会 一瀬 健人 

Ｇ組 社会 河田 暁仁 Ｇ組 理科 宮下  舜 学担 理科 早瀬祐介(進路) 

学担 保体 菅沼   博 学担 理科 小寺 康文 学担 保体 及川貴詞  (生徒指導） 

学担 国語 林   彩 学担 美術 川島多佳子 学担 国語 前小屋忠雄 

学担 家庭 土井真結子 学担 国語 廣坂 文蘭 学担 美術 田中 謙次 

学年付 社会 杉浦 佳子 学担 数学 渡邉 淳子 学担 音楽 清水佳緒里 

学年付 理科 井澤 秀彦 学年付 英語 天野久美子    

※ＳＳＷｒ…スクール・ソーシャル・ワーカー    

※ＳＳＳ・・・学校事務補助員 

本年度、赴任した 13 名です。 

新たな風と力を東中学校に！ 

  

校 長 水野   茂 教  頭 中島  学路 教務主任  秋田 繕成 

校務主任 高橋   宏 主 査 小桐 貴子 主 事 田中友梨香 

養護教諭 河本  花恵 養護教諭 鈴木 萌加 用  務 堀場 弘美 

カウンセラー 石本 真澄 相談員 中村  潤 Ｓサポーター 加藤由樹子 

給食配膳 大畑 早織 介助員 牧  五月 通級指導 河内屋敦子 

ＡＬＴ 宮平ルーカス 初任研後補充 福田 紗永 ＳＳＳ 高比良美帆 

拠点校指導員 佐橋 尋司 ＳＳＷｒ 酒井多輝子   

 
 

ていねいな手洗いや、もしかしたら・・・と心配することで 、ウイルスが見えてくるとか。この事態を皆の力で乗り切りましょう！ 

    令和２年４月９日発行 

しののめ 

校長 水 野  茂 



 

                            今年も、力を合わせて頑張ります。 

                            よろしくお願いいたします。 
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写真の利用・掲載について〈お願い〉 
 学校だより、学年・学級だよりや、ホームページでは、子どもたちの学校での姿をお伝えす 

るために、学習や行事の様子を、写真をまじえてお知らせすることがあります。生徒個人が特 

定されないよう、十分注意をいたします。ご理解いただきますよう、お願いいたします。尚、不都 

合がおありの場合は、東中学校 教頭 中島までご連絡ください。〔東中学校 54-6511〕 

 

 

残念でなりません。オーストラリアが入国規

制をしていることから、今年度の海外研修は

「中止」となってしまいました。 

３月末、東中学校から意を決して 18 名（今

年は一番多い人数でした）の３年生が応募し

てくれました。応募用紙には、海外研修への

意気込みや想い、期待することがびっしり書き

込まれていました。選考に向けて、作文や面

接の練習をしていたひともいたのではと思いま

す。選考へのチャレンジは果たせぬままにな

ってしまいましたが、一歩踏み出したことは、

大きな意味をもちます。次に訪れるチャンス・

機会に、ぜひまた挑んでください。 

 

 

 

７日に入学式と臨時の登校日は実施できま

したが、また休校に。そして、緊急事態宣言が

発出されれば、さらに休校が伸びることとなりま

す。学校の再開に向けて、各自が意識を高く

し、我慢と努力をしましょう。毎日の検温・健康

観察、こまめに丁寧な手洗い、咳エチケット、

規則正しい生活、十分な睡眠と栄養、適度運

動。自分を守ることは、大事なまわりの人を守る

ことに。よろしくお願いします。 

感染症の拡がりから、４月～６月予定の学校

行事について、次のようにしました。ご理解い

ただきますようお願いします。 

〇 ４月の授業参観 → 中止（延期を検討） 

〇 ＰＴＡ総会 → 集合形式ではない形で 

〇 学年懇談会 → 未定 

〇 ２年生臨海学校（５月） → １０月に延期 

〇 ３年生修学旅行（６月） → ９月に延期 

〇 体育祭（１０月） → ６月上旬に移動しま

したが、流動的です 

諏訪中央病院の玉井道裕医師が作成した「新型コロ

ナウイルス感染をのりこえるための説明書」が公開され

ています。 新型コロナウイルスの基本知識、感染を防ぐ

ためにやるべきことなどイラストとともにわかりや 

すく解説されています。ぜひご家族で 

ご覧ください。 


