
平成 16(2004)年度を迎えて             学校長 小林五郎 

4 月 8 日(木)講堂において始業式、平成 16 度前期(ファーストステージ)がスタートいたしました。  

進級した子どもたちは、年度の始めにあたり、新たな目標を胸に登校してまいりました。昨年度の反省

をもとに、学習の仕方を身に付けて、主体的・計画的に学習を進め、自己の可能性に挑戦していくこと

を願っております。９日(金)には第４学年の立志式が挙行され、高校課程による新しい学園生活に入る

こととなります。10日(土)には入学式が行われます。ご来賓の方々や保護者の皆様と在校生が見守る厳

粛な雰囲気のもと、期待に胸をふくらませた 156 名の新入生が、晴れて聖徳学園の一員となります。 

本年度も、教職員一同、心を一つにしまして、お子様の教育に取り組んでまいる所存でございます。

保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

４月の予定 
日 曜 行事予定 備考 

8 木 始業式  

9 金 立志式(10:00) 5･6 学年/関係生徒出席 9:00 登校 

10 土 入学式(10:00) 2･3 学年/関係生徒出席 9:00 登校 

11 日   

12 月 内科検診        1 学年ガイダンス/他学年平常授業 

13 火 月例診断①【実力診断：1～5 学年】 6 学年平常授業 

14 水 尿検査 1 学年ガイダンス/他学年平常授業 

15 木 尿検査 平常授業 

16 金 学習構造診断(2･3 学年)  

歯科検診 身体測定／心電図(1･4 学年) 聴力(1･3･4･6 学年) 胸部レントゲン(4 学年) 

17 土 保護者懇談会・ＰＴＡ委員会①  

18 日   

19 月   

 

5/1 土 公開授業・ＰＴＡ総会（詳細については別途ご案内いたします） 

保護者懇談会のお知らせ 
年度始めの保護者懇談会を下記の通り実施いたしますのでご案内申し上げます。 

◇日 時： 4 月 17 日(土) 

   ◇テーマ： 新年度あいさつと今年度の学年･学級活動について 

  ◇保護者懇談会の内容 

①新年度担任あいさつ ②平成 16 年度の年間計画 ③学年行事と学級経営について ④その他 

    SShhoottookkuu  GGaakkuueenn  JJuunniioorr  &&  SSeenniioorr  HHiigghh  SScchhooooll  
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学年 10:00～10:45 11:00～11:45 
１学年 学年全体会 (講堂) 学級懇談会 (各教室) 
２学年 学級懇談会 (各教室) 学年全体会 (QRホール)   
３学年 学級懇談会 (各教室) 学年全体会 (講堂)  
４学年 学年全体会 (スクールカフェテリア) 学級懇談会 (各教室) 
５学年 学年全体会(QRホール) 学級懇談会 (各教室) 
６学年 学級懇談会 (各教室) 学年全体会 (スクールカフェテリア) 



平成 16 年度 学年担当者紹介 
 

第１学年  学年部長   飯塚   竹仁（地  歴）  学年主任   中里 摩弥子（英語Ⅰ） 
Ⅰ組担任   山本   康秀（数  学）   飯田   純（英語Ⅱ） 
Ⅱ組担任   齋藤 恵理子（国語Ⅰ）   飯塚   竹仁（地  歴） 
Ⅲ組担任   中里 摩弥子（英語Ⅰ）   小松   賢司（理  科） 
Ⅳ組担任   長谷川 英雄（数  学）   立道   千晃（国語Ⅱ） 

 

第２学年   学年部長   山田   健治（英語Ⅰ）   学年主任   湊    恵美（理  科）  

Ⅰ組担任   湊    恵美（理  科）   山田   健治（英語Ⅰ） 

Ⅱ組担任   安藤  立正（国語Ⅰ）   山田     博（英語Ⅱ） 

Ⅲ組担任   長田   寿（数  学）   藤戸   政綱（英語Ⅰ） 

Ⅳ組担任   佐々木 正彦（地  歴）   新倉     晃（国語Ⅰ） 

 

第３学年   学年部長   織原   周平（理  科）   学年主任   成田   愼一（国語Ⅱ） 

Ⅰ組担任   藤田  麻葉（国語Ⅱ）    

Ⅱ組担任   大岡   文夫（国語Ⅰ） 

Ⅲ組担任   佐藤   尚美（公 民） 

Ⅳ組担任   成田   愼一（国語Ⅱ） 

Ⅴ組担任   知久    泰（体 育） 

 学年付  Ⅰ組)ｳｪｨﾄﾞ ﾆｭｰｻﾑ（英語Ⅰ） Ⅱ組)和田   一也（数  学） 

Ⅲ組)織原   周平（理 科） Ⅳ組)内浦   信宏（体 育） 

Ⅴ組)板橋   淳一（理 科） 

 

第４学年   学年部長   増子   義継（地 歴）   学年主任   江草   清和（理 科） 

Ⅰ組担任   池田 真理子（地 歴） 

Ⅱ組担任   長里    徹（英語Ⅰ） 

Ⅲ組担任   江草   清和（理 科） 

Ⅳ組担任   峯岸     渉（体 育） 

学年付    Ⅰ組)池田   美保（数 学） Ⅱ組)増子   義継（地 歴）    

          Ⅲ組)佐藤     茂（理  科） Ⅳ組)前田    徹（数 学）  

 

第５学年   学年部長   金子  秀司（体 育）   学年主任   楡井  裕子（数 学） 

Ⅰ組担任  α) 堀     潤（公 民） 

  ω) 楡井  裕子（数 学） 

Ⅱ組担任   吉岡  正年（英語Ⅰ） 

Ⅲ組担任   石井   孝之（理 科） 

Ⅳ組担任   薄井   良治（英語Ⅱ） 

Ⅴ組担任   柳沢   基広（数  学） 

学年付    Ⅳ組)田辺 由美子（理 科） Ⅴ組)毛木   良男（理 科） 

 

第６学年   学年部長   文元   英方（国語Ⅱ）   学年主任   大島   理恵（英語１） 

Ⅰ組担任  α) 大島   理恵（英語Ⅰ）  

  ω) 今井   孝行（英語Ⅱ） 

Ⅱ組担任   足立   博之（国語Ⅱ） 

Ⅲ組担任   久保田 耕二（数 学） 

Ⅳ組担任   小林   勝彦（英語Ⅱ） 

Ⅴ組担任   荒木     尚（理  科） 

学年付    Ⅲ組)髙野   祐司（音 楽） Ⅳ組)篠原  恵美（理 科） 

 



教職員の異動 
新任の先生の紹介 

大岡 文夫   国語 

   國學院大學文学部第一部文学科ご卒業。 
長里  徹   英語 
   早稲田大学第一文学部イギリス文学科ご卒業。 

専任の先生の紹介 
池田 美保   数学 
   東京学芸大学教育学部特別教科教員養成課程数学科ご卒業。 
前田  徹   数学 
   日本大学文理学部数学科ご卒業。 

同大学院総合基礎科学研究科地球情報数理科学専攻博士前期課程修了。 
和田 一也   数学 

中央大学理工学部経営システム工学科ご卒業。 
同大学院理工学研究科経営システム工学専攻修了。 

板橋 淳一   理科 
   学習院大学理学部化学科ご卒業。 

同大学院自然科学研究科化学専攻博士前期課程修了。 
田辺 由美子  理科 

   北里大学理学部化学科ご卒業。 
同大学院基礎生命科学研究科修士課程分子化学専攻修了。 

家庭調査書 
 新年度、家庭調査書の作成をいたします。必要事項をご記入の上、4月 19 日(土)までに、各担任

へご提出をお願いいたします。 

平成 16年度 時程表 
 平成 16年度は 45分授業で 7時限授業、休み時間は 10分の設定となります。 
 一般生徒の下校時間は 16時 30分、教員の指導のもとで行われるユースタイム、課外活動等の 最終
下校時間は、中学生が 18時 00分、高校生は 19時 00分となりますのでご承知おきください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＨＲ 8：30 ～  8：40 
Ⅰ時限 8：45 ～  9：30 
Ⅱ時限 9：40 ～ 10：25 
Ⅲ時限 10：35 ～ 11：20 
Ⅳ時限 11：30 ～ 12：15 
昼休み 12：15 ～ 12：55 
予鈴 12：55 
Ⅴ時限 13：00 ～ 13：45 
Ⅵ時限 13：55 ～ 14：40 
Ⅶ時限 14：50 ～ 15：35 
SHR 15：35 ～ 15：45 
清掃 15：45 ～ 15：55 
  

課外活動Ⅰ 16：10 ～ 17：20 
課外活動Ⅱ 17：30 ～ 18：40 


