
平成３０年度 宗岡中学校 教職員を紹介します。
よろしくお願いします。

No 担 当 氏 名 教科 部活動 No 担 当 氏 名

1 校 長 佐藤 哲浩 理科 ＊ 27 初任者指導教諭 津田 美奈

2 教 頭 加藤 明弘 技術 ＊ 28 養 護 教 諭 藤 恵子

3 教務 主任 影山 荘吉 社会 サッカー 29 県 費 事 務 石山 侑稀

4 １年１組担任 田口 翔三 保体 野 球 30 市 費 事 務 高倉 妙子

5 １年２組担任 井上 佳代 美術 美 術 31 栄 養 士 横山 道代

6 １年３組担任 山口 瑶太 英語 女子テニス 32 図 書 相 談 員 中野 貴子

7 1学年主任兼1年 ４組担任 根岸 義典 数学 野 球 33 校 内 相 談 員 山片 舞

8 １学年副担任 齋藤 宏佳 理科 科学部 34 用 務 員 新井 義三

9 １学年副担任 穴澤 唯奈 国語 吹奏楽 35 生きる力推進講師 田中 圭子

10 ２年１組担任 宮嵜 晋 社会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 36 ＡＬＴ 現在未定

11 ２年２組担任 今井 駿介 英語 男子バスケ 37 ｽｸｰﾙ ｶｳﾝｾﾗｰ ﾏｰｼｬﾙ理恵子

12 ２年３組担任 吉田 和永 保体 男女バスケ お世話になりました
13 ２学年主任兼 2年４組担任 來嶋 明彦 国語 男子テニス ①北村 晶 志木市立宗岡第二中学校へ

14 ２学年副担任 鈴木 明枝 数学 男子テニス ②東村祐二 志木市立宗岡第二中学校へ

15 ２学年副担任 塩野 政幸 理科 サッカー ③摩庭大河 朝霞市立朝霞第一中学校へ

16 ３学年主任兼3年 １組担任 小林 和樹 技術 男女卓球 ④宮脇勇祐 朝霞市立朝霞第一中学校へ

17 ３年２組担任 今村 理沙 音楽 吹奏楽 ⑤長峰智之 草加市立瀬崎中学校へ

18 ３年３組担任 池田 龍太 国語 女子バスケ ⑥朝香大希 和光市立白子小学校へ

19 ３年４組担任 大野 慎悟 理科 男女卓球 ⑦今池美はる 志木市立志木第二中学校へ

20 ３学年副担任 三上 恭子 英語 女子テニス ⑧津田健二 志木市立宗岡第二中学校へ

21 ３学年副担任 大迫 美貴 家庭 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ⑨齊藤勇悟 富士見市立富士見特別支援学校へ

22 ３学年副担任 肥田木 満大 数学 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

23 ひまわり1組担任 清水 秀夫 特支 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 加藤 仁美 育児休業中

24 ひまわり1組担任 藤川 卓也 特支 ひまわりｸﾗﾌﾞ 柵木 一美 〃

25 ひまわり2組担任 中村 直子 特支社会 ひまわりｸﾗﾌﾞ他 ﾒｰﾙ配信宗中登録お願いします｡ munechu@wbi.jp
26 教育支援員 藤本 淳子 特支 ＊＊＊＊ 登録ﾒｰﾙが送られなかったら直接入力 https://hp.wbi.jp/munechu/join.html

４月 ９日(月) 始業式・入学式 ５月 １日(火)臨時生徒専門委員会

４月１１日(水) 新入生歓迎会 仮入部 ５月 ２日(水)離任式

４月１２日(木) 埼玉県学力学習状況調査(全)給食開始 仮入部 ５月 ７日(月)家庭訪問 ～１１日(金)

４月１３日(金) 身体測定(2年 3年) 仮入部 ５月１２日(土）市Ｐ連総会

４月１６日(月)身体測定(１年･ひまわり) ５月１５日(火) 内科検診(1年)
進級写真撮影 入部届提出日 修学旅行保護者会

４月１７日(火)全国学力学習状況調査(3 年) ５月１６日(水）専門委員会 心臓検診（１年）

４月１８日(水)専門委員会 PTA総会 尿検査１ ５月１８日(金) 学校朝会、生徒総会

４月１９日(木)３年･ひまわり保護者会 眼科検診 ５月２２日(火) 尿検査二次

４月２０日(金)１･２年保護者会 生徒朝会 ５月２３日(水) 木曜日課

４月２３日(月)部活動保護者会 個人写真撮影 ５月２４日(木) 中間テスト(3 時間給食下校)

４月２４日(火)耳鼻科検診 ５月２５日(金) 中間テスト、防災訓練

４月２５日(水)歯科検診 ５月２９日(火) 修学旅行事前指導 内科検診（２年）

４月２７日(金)尿検査２ ５月３０日(水）３年修学旅行１日目～ 6/１


