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恩返し
校長 鏑木 隆
この度、上亟啓介校長の後任として着任いたしました 鏑木 隆（かぶらぎ たかし）です。どうぞよろ
しくお願い致します。
振り返ると、３５年前の４月、私は、ここ大宮東中に新任の教師として赴任し、私の教師生活がスタート
しました。当時の大宮東中学校は、各学年が１０クラス以上あり全校生徒が１,０００名を超えるマンモス
校でした。正門を入ってすぐの左側、現在の駐車場と給食施設がある場所に、２階建ての木造校舎があり、
職員室や事務室などの管理棟となっていました。さらに武道場の北側にも木造校舎の教室棟がありました
が、教室数が足りず、中庭にはプレハブ校舎があったことを覚えています。旧大宮市の伝統校として自他と
もに認められ、生徒たちも勉強や運動など何事にも一生懸命取り組み、活気に満ちた学校でした。市内外に
その素晴らしさは知れ渡り、学区外からも羨望の的であったように思います。私同様、当時のことを懐かし
く思い返しながらこの文章を読んでいる保護者や地域の方々も多いのではないでしょうか。
しかし、当時の私はといえば、大学を卒業したばかりで教育者としての経験も自覚も乏しく、右も左もわ
からない怖いもの知らずの未熟な若者でありました。今思い返しても恥ずかしい限りです。そんな私にたく
さんの経験を積ませ、厳しくも温かく教師として育ててくれたのが、ここ大宮東中です。当時の生徒たち、
保護者や地域の方々、先輩の先生方には感謝してもしきれない気持ちでいっぱいです。今も私の中での「教
師としての指導観」の原点は、大宮東中時代に培われたものであることに間違いありません。
そんな私が３０年以上たった今、校長として再び大宮東中に戻ってくることができたことは、本当に感慨
深いものがあり、教師冥利に尽きると言っても過言ではありません。今は、この運命的な人事異動を重く受
け止め、私を育ててくれたこの大宮東中に対し「少しでも恩返しをすること」
、それが私に課せられた使命
であると強く強く感じているところです。まさに身が引き締まる思いです。
今も大宮東中学校の伝統は脈々と受け継がれています。私は、そんな大
宮東中をさらに発展させ、大宮東中の生徒たちのために全力を尽くしたい
と思います。私をはじめ新しく着任した教職員を加えた平成２9 年度のス
タッフ全員は、気概に満ちた教師集団です。全職員が一丸となって、学校
教育目標「輝く命 生きる力」の実現を目指して精一杯頑張ります。
我らが大宮東中は、今年度開校７１年目を迎えました。７０周年という
大きな節目を越え、新たなスタートとなる年です。新入生も含め総勢４３
３名の生徒たちを主役に、保護者や地域の皆様、教職員が一体となって、
伝統ある大宮東中の新たな歴史を積み上げてまいりたいと思います。
保護者の皆様、地域の皆様の温かいご理解とご協力を重ねてお願い申し
上げます。
満開の桜の下で談笑する生徒
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平成２９年度の教職員を紹介します。
鏑木 隆（校長）

大木 克己（教頭）

第１学年

第２学年

学年主任 荒川 章子

五十嵐 淳（教務主任・数学）
第３学年

（国語）

名渡山 睦（Ｇ・Ｓ）

阿部

一彦 （理科）

１組

萩元 友樹

（理科）

宮崎 祐介（数学）

齊藤

喜之 （技術）

２組

西本 貴哉

（社会）

齋藤 速 （保体）

野川

ひとみ（Ｇ・Ｓ）

３組

牧野 美都紀（保体）

早坂 幸恵（音楽）

山下

浩司 （社会）

４組

大野 里佳

（Ｇ・Ｓ）

内田 浩也（理科）

大塚

駿一 （数学）

副担任

丸山 真吾

（美術）

水田 侑希（社会）

坂西

典子

飯山 采佳（国語）

黒田

鈴

清乃（栄養主査）

(国語)
（家庭）

はばたき 細田 暁

古川 智絵

髙野

文子（養護教諭）

分須 正明（事務主査）

野澤

金子

満（業務主査）

大槻 幹枝（業務主査）

山口

剛（学校地域連携コーディネーター）

桐木平浩美（学校図書館司書）

坂田 三津子（さわやか相談員）

水木

公子（スクールカウンセラー）

高橋

祐子（初任者指導）

ポール・マクラーン（ＡＬＴ） 渡辺

池田

明恵（スクールアシスタント）

笠井美穂（スクールアシスタント） 小林悦子（スクールアシスタント）

井出

佳奈子（スクールアシスタント）

俊行（連合教育）

平成２９年度人事異動
＜転出・任期満了等＞
・上亟 啓介（校長）
定年退職
・越智 宏明（主幹教諭・国語） さいたま市立常盤中学校（教頭）
・山本 直美（教諭・国語）
さいたま市立与野南中学校
・原田 学 （教諭・数学）
さいたま市立大宮北中学校
・金子 幸江（教諭・保健体育） さいたま市立与野東中学校
・田口 祐子（養護教諭）
さいたま市立大宮北中学校
・峯坂 昌子（教諭）
さいたま市立尾間木中学校
平成２９年３月１５日（水）
・村松 由佳子（スクールアシスタント） さいたま市立内谷中学校
第７０回卒業証書授与式
・羽島 美智子（スクールアシスタント） 任期満了
素晴らしい卒業記念合唱を披露
・森田 栄魅（さわやか相談員）
任期満了
・天地 朋子（スクールカウンセラー）
任期満了
＜転入・新任等＞
・鏑木 隆 （校長）
さいたま市教育委員会より
・五十嵐 淳（教諭・数学）
埼玉大学附属中学校より
・荒川 章子（教諭・国語）
さいたま市立片柳中学校より
・髙野 文子（養護教諭）
さいたま市立大宮北中学校より
・細田 暁 （教諭・特別支援） 八潮市立八潮中学校より
・牧野 美都紀（教諭・保健体育）さいたま市立与野南中学校より
・飯山 采佳（教諭・国語）
さいたま市立大原中学校より
・古川 智絵（教諭・特別支援） さいたま市立南浦和中学校より
・高橋 祐子（初任者指導）
さいたま市立岸中学校より
・水木 公子（スクールカウンセラー）
・坂田 三津子（さわやか相談員）
山本先生、原田先生、金子先生、そして上亟校長
・井出 佳奈子（スクールアシスタント）
先生も大宮東中学校を卒業しました。長い間ご苦
・小林 悦子 （スクールアシスタント）
労様でした。新天地でのご活躍を期待します。
・笠井 美穂（スクールアシスタント）

会食サービス 野球部 ３月１１日（土）
今月は、野球部２年生の４名が参加しました。野球部らしい、礼儀
正しい態度が地域の方々に好評でした。「地域の方から野球を頑張っ
てと応援されて嬉しかったです。
（北島 洵）」「話かけるときは少し
恥ずかしかったけれど、一度話し出すと楽しく会話ができました。
（西
村 波鷹）
」
「おいしい食事をとりながら、地域の人々と触れ合うこと
ができ良い経験になりました。
（秀島 太陽）」「会食の食事の準備な
ども大変役に立つ経験ができました。
（登 聡一朗）」
とうちゃれ 今年度最終回 ３月１１日（土）

キビキビした行動が好評でした。

３月１１日に、平成２８年度最後の「とうちゃれ」が行われました。今
年度も、学習活動の他に様々な体験活動を行いました。参加した生徒から
は、１年間を振り返り充実した感想が多数寄せられました。神谷実行委員
長をはじめ、安全管理員の皆さま、学習アドバイザーの皆さまに大変お世
話になりました。次年度もより充実した「とうちゃれ」が実施できるよう
よろしくお願いいたします。
参加生徒・スタッフが集合です！

さいたま市国際ジュニア大使認証式

３月１１日（土）市民会館おおみや

国際ジュニア大使は、積極的に英語を使う機会を設けることで、学習した内容を生
かし、英語によるコミュニケーションへの意欲を高め、国際感覚を身に着けた生徒を
育成することを目的としています。本校から、１年生の石田さりさん、駒崎遥さん、
西澤凜さんの３名が応募しました。最初の活動は、今年のゴールデンウィーク中に開
催される「世界盆栽大会」で、外国から来日される方々の案内を行う予定です。
吹奏楽部定期演奏会 市民会館おおみや ３月１８日（土）
吹奏楽部が市民会館おおみやを会場にして、「第１回記念
スプリングコンサート」を開催しました。第１部では、コン
クールでの発表曲を中心に質の高い演奏を披露し、第２部で
は、軽快なポップミュージックに乗せて「ドリフずっこけ大
集合！」
「いい日旅立ち」などコミカルな演出があり、来場者
のみなさんから賞賛の拍手や大爆笑が沸き上がりました。こ
の演奏会に際し、青少年育成中部地区会から看板を提供いた
だきありがとうございました。

さいたま市中学校冬季体育大会 D ブロック １位
第２０回足柄カップバスケットボール大会 優勝
〇剣道部 氷川神社奉納春季市民剣道大会 団体戦中学校女子第１位
〃
中学２・３年女子 第１位 水谷 優里
〇「平成２８年度体育優良児童生徒表彰」 ３年 溝口優希、伊藤可好
〇「平成２８年度埼玉県産業教育振興会表彰」 ３年 中村亮太
〇「優良児童生徒表彰」３年 氏家悠斗
〇「青少年健全育成啓発標語」入選者・作品
１年 湯谷莉理花 「磨こうよ 良さと悪さを 見分ける目」
大隝桃花
「夢、希望 無限に広がる 可能性」
菅田涼太
「あきらめない その心が 大切だ」
西澤凜
「ありがとう 実は勇気が いる言葉」
※学年は、平成２８年度の学年を記載しています。
〇女子バスケットボール部

活躍を期待

