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聖徳学園だより 2005    №1  2005/4/7 

平成 17(2005)年度を迎えて             学校長 小林五郎 

4 月 7 日(木)講堂において始業式、平成 17 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、新たな目標を掲げて学園生活を過ごします。昨年度の反

省をもとに、学習の仕方を身に付けて、計画的な学習を展開して、自己の可能性に挑戦していくことを

期待しております。8 日(金)には第４学年の立志式が挙行され、いよいよ高校課程の新しい学園生活に
入ります。9 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て 155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、重責を果たすべく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 
7 木 始業式  
8 金 立志式(10:00) 5･6学年／関係生徒出席 9:30登校 
9 土 入学式(10:00) 2･3学年／関係生徒出席 9:30登校 
10 日   
11 月 内科検診(4学年)        1学年ガイダンス／他学年授業 
12 火 月例診断①【実力診断：1～5学年】 6学年平常授業 
13 水 尿検査 1学年ガイダンス／他学年授業／新入生歓迎会 
14 木 尿検査 平常授業 
15 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)
16 土 保護者懇談会・ＰＴＡ委員会①  

 
30 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） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
平成 17年度 学年担当者紹介 
第１学年  学年部長   峯岸     渉（体 育）   

学年主任   大島   理恵（英  語）  副主任 和田   一也（数  学） 
Ⅰ組担任   大島   理恵（英  語）    内浦   信宏（体 育） 
Ⅱ組担任   下重  智志（地  歴）    峯岸     渉（体 育） 
Ⅲ組担任   成田   愼一（国  語）     田辺 由美子（理 科）   
Ⅳ組担任   和田   一也（数  学）    ｳｪｨﾄﾞ ﾆｭｰｻﾑ（英  語） 
ＳＦＣ   鈴木  正信（体 育） 

 
第２学年  学年部長   飯塚   竹仁（地  歴）   

学年主任   中里 摩弥子（英  語）  副主任 齋藤 恵理子（国  語） 
Ⅰ組担任   中里 摩弥子（英  語）    山田     博（英  語） 
Ⅱ組担任   飯田   純（英  語）     髙野   祐司（音 楽） 
Ⅲ組担任   齋藤 恵理子（国  語）     飯塚   竹仁（地  歴） 
Ⅳ組担任   立道   千晃（国  語）     小松   賢司（理  科） 
ＳＦＣ   小松   賢司（理  科） 

 
第３学年   学年部長   山田   健治（英  語）   

学年主任   湊    恵美（理  科）  副主任 安藤  立正（国 語） 
Ⅰ組担任   佐々木 正彦（地  歴）   山田   健治（英 語） 
Ⅱ組担任   安藤  立正（国 語）     新倉   晃（国 語） 
Ⅲ組担任   湊    恵美（理  科）     小林   勝彦（英  語） 
Ⅳ組担任   長田   寿（数  学）     織原   周平（理  科） 
ＳＦＣ   織原   周平（理  科） 

 
第４学年   学年部長   大岡   文夫（国  語）    

学年主任   藤田  麻葉（国  語）  副主任  久保田 耕二（数 学） 
Ⅰ組担任 α) 今井   孝行（英  語）   Ⅰ組担任 ω) 藤田  麻葉（国  語）    
Ⅱ組担任   久保田 耕二（数 学）   Ⅲ組担任   知久    泰（体 育） 
Ⅳ組担任   佐藤     茂（理  科）   Ⅴ組担任   江草   清和（理 科） 
ＳＦＣ    池田    將（国  語） 
 

第５学年   学年部長   長里    徹（英  語）     
学年主任   池田 真理子（地 歴）  副主任  藤戸   政綱（英  語） 
Ⅰ組担任 α) 池田 真理子（地 歴）      Ⅰ組担任 ω) 山本   康秀（数  学） 
Ⅱ組担任   佐藤   尚美（地 歴）       Ⅲ組担任   荒木     尚（理  科） 
Ⅳ組担任   藤戸   政綱（英  語）       Ⅴ組担任   足立   博之（国  語） 
ＳＦＣ   増子   義継（地 歴） 
 

第６学年   学年部長   金子  秀司（体 育）   
  学年主任   楡井  裕子（数 学）  副主任  堀     潤（公 民） 
Ⅰ組担任 α) 堀     潤（公 民）       Ⅰ組担任 ω) 楡井  裕子（数 学） 
Ⅱ組担任   吉岡  正年（英  語）       Ⅲ組担任   長谷川 英雄（数  学）  
Ⅳ組担任   薄井   良治（英  語）       Ⅴ組担任   柳沢   基広（数  学） 

       ＳＦＣ   西岡   泉（英  語） 
 

 

 

 

 



 

教職員の異動 
新任の先生の紹介 

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。 

 

下重 智志   (地歴) 

   慶応義塾大学経済学部ご卒業。 

 

新任講師の先生の紹介 

石塚 悦信  （理科） 

      玉川大学農学部ご卒業。 

岩田 阿弓  （国語） 

   國學院大学文学部日本文学科ご卒業。 

 

  ご退職の先生方 

権田 昭夫（体育）   村上 宗彰（地歴）   石井 孝之（理科 情報)   

 

家庭調査書 
 平成 17年度家庭調査書を配布いたします。必要事項をご記入の上、4月 16日(土)までに、各担任へ
ご提出下さい。なお、この家庭調査書は、個人情報保護法に基づいて管理いたしますので何卒よろしく

お願い申し上げます。 
 

平成 17年度 時程表 
 平成 17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 15：40 ～ 15：55 
美化活動 15：55 ～ 16：05   
課外活動Ⅰ 16：10 ～ 17：20 
課外活動Ⅱ 17：30 ～ 18：40 



 

個人情報保護                   PRIVACY POLICY 
 

2005年 4月 1日より「個人情報の保護に関する法律」が施行されます。聖徳学園中学高等学校では、在
学生の個人情報ばかりではなく、保護者や卒業生、教職員に関わる個人情報も多く取り扱っていることから、

「聖徳学園中学高等学校 個人情報保護方針」を定め、教職員全員が認識をあらたに個人情報保護への
取り組みに努めます。 
 
 

聖徳学園中学高等学校 個人情報保護方針 
2005年 4月 7日 

聖徳学園中学高等学校 
学校長 小林 五郎 

 

中等教育機関として本校では、生徒およびその保護者、教職員の学校関係者にいたるまで多くの

個人情報を扱っています。 

これらは大切な個人情報であり、個人情報の不正使用や流出を防ぎ、それを適切に使用していく

ためには、教職員の個人情報保護へのさらなる意識向上が必要となります。 

本校は、以下のことを守り、個人情報保護への取組みを継続してまいります。  

 

１．個人情報保護のコンプライアンス･プログラム文書を作成し､継続的改善を図ります。 
教職員は、個人情報保護の重要性を認識し、生徒および保護者、教職員、卒業生等の個人情

報を適切に利用し、保護するための「個人情報保護コンプライアンス・プログラム文書」を制

定し、これを組織的に着実に実施します。そして、これらを維持し、継続的に改善していきま

す。 

 

２．個人情報の収集・利用・提供を適切に行います。 

本校の各組織で扱う個人情報保護のための管理体制を確立すると共に、個人情報の収集、利

用および提供において所定の規制に従い適切に取り扱います。 

 

３．個人情報保護のための安全対策を実施します。 

個人情報の正確性および安全性を確保するため、情報セキュリティー対策をはじめとする安

全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん並びに漏えい等の予防およ

び是正に努めます。 

 
４．法令・規範を守ります。 

個人情報の取り扱いにおいて、当該個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を

守ります。また、「個人情報保護コンプライアンス・プログラム文書」を、これらの法令およ

びその他の規範に適合させていきます。 

 

５．保護方針の改訂 

個人情報の保護をはかるため、また、従うべき日本国の法令、その他条例等の変更に伴い、

個人情報の保護方針を改定することがあります。また、上記各項における取り組みを適宜見直

し、改善に努めます。 

教職員がこの個人情報保護方針を認識し、また生徒に対しても周知させ、本校としての個人

情報保護意識の高揚を図ります。 

 


