
郡中生の皆さんへ ～ 皆で困難を乗り越えよう ～ 

学級担任を発表します 
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年度末から始まった臨時休業が，さらに延長となりました。学校再開を楽しみにしていた皆さんをがっかりさ

せてしまいました。先生方も皆さんの顔を見ることを楽しみにしていたので，とても残念です。 

２月末から，長い休みとなっています。この期間を皆さんは家庭で過ごしたり，やりたいことを我慢したりす

るなど，よく頑張りました。今，世界中の人々が新型コロナウイルスと戦っています。医療関係で働いている

方々は感染の危険も顧みず，最前線で治療に当たってくださっています。皆さんは家の中でやりたいことを我慢

することで，新型コロナウイルスと戦っています。友達と会えないけれど，皆さんは一人ではありません。皆

「新型コロナウイルスに負けない」という，同じ思いで過ごしています。 

６月１日の学校再開に向け，今後の約１か月は準備期間になります。様々な制限がありますが，学校再開に向

け，学習面や生活面で準備を進めて行きましょう。まずは，朝きちんと起きること，そして課題に取り組むため

に時間を決めて学習しましょう。時々，体を動かしましょう。少しずつ，少しずつ体を慣らしていきましょう。 

 

 

 

５１名の教職員で，郡中生の指導に当たります。本校教育目標である「時代の変化に対応できる力と豊かな心

を持ち，たくましく未来を拓く生徒の育成」のためには，保護者や地域の皆様からのご理解とご支援が不可欠で

す。新型コロナウイルス感染症の感染防止のため，学校がスタートしていない状況ではありますが，職員全員で

力を合わせ，学校再開に向けて準備を進めてまいります。ご協力よろしくお願いいたします。本来なら，始業式

で発表するところですが，紙面での発表で失礼いたします。 

校 長  丸山  淳           教 頭    佐々木 治子        主幹教諭・教務主任  生駒 貴宏 

生徒指導主事  門間 和人      養護教諭  草 野 みずえ        拠点校指導員     丸谷 知郎      

事 務  千田 浩次           ＡＬＴ     ストーム・マンソン 

専門員  松木  彰           技 師    菊地  信           技 師        大鷲 恵子 

スクールカウンセラー 田中美彩登   図書事務員 山田みゆき           図書事務員    熊谷 若奈 

給食事務 永井 浩子，田村 享子  代替給食事務  鈴木  馨       ＰＴＡ会計事務   鈴木奈緒美 

学 年 第１学年 第２学年 第３学年 特別支援教育 所属 

主 任 田中 明子・国 半澤 岳彦・英 鷲見 浩勝・英 主 任 山田かおる  

副主任 節田 周平・社 澁谷 祐子・理 渋谷由美子・数 知 的 山田かおる ２年 

 

学 

級 

担 

任 

 

１組 田畑 将人・数 熊谷 圭太・技 今井 洋一・国 自 情 伊東 知則 １年 

２組 狩野亜沙子・体 石川 一臣・社 小野寺英史・国 院 内 木村 由貴 ３年 

３組 菅野 翔太・社 廣島 寛太・数 松橋 宏樹・数 副担任 安藤ひとみ･(講) １年 

４組 武山さとみ・英 佐藤 千穂・国 橋本 直弥・理 補助員 谷本 淳子  

５組 節田 周平・社 佐藤  智・数 細堀 洋征・体  

 ６組 佐藤  塁・理 高澤 亮平・体 今野 友梨・社 

副担任 

高橋 紀枝・理 

佐久間昭子･家(講) 加藤 裕子・音 
竹内 利枝・美 

大場  藍・英 

 

郡山中だより 
令和２年５月８日発行 臨時号  校長 丸山 淳 

 



今後の登校日について  
スクールカウンセラーが 

お話を聞くことができます 

 

 

 

 

 

今後についての連絡です。状況の変化により，更に変更が

あるかもしれません。毎日本校ホームページを確認願います。 

（１）登校日について   

 本日，別用紙にて別途案内した内容で実施する予定です。

仙台市教育委員会からの指示に従い，本校でも５月１８日以

降に登校日を設けています。「三密を避ける」「体調が良くな

い場合は登校を控える」などの対応に協力頂きながら，学校

再開に向けた準備を進めて参ります。 

 

（２）生徒のマスク着用徹底にご協力ください 

 本日，政府から学校に支給された布マスクを一人に１枚配

付しました。今後もう１枚配付され，一人あたり２枚の支給

が予定されています。 

 支給されたマスクに限らず，柄のある布で作った手作りマ

スクや，色つきの使い捨てマスクでも構いませんので，お子

さんが登校する際には必ずマスクを着用するよう，ご家庭で

も指導願います。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

（３）制服について 

 ５月１８日（月）以降の登校日では，ジャケットを着用し

ない夏服での登校も可能です。１年生は今後夏用の名札を配

付しますので，それまでは名札が無いまま夏服で登校して構

いません。 

 

 

 

 

本校のスクールカウンセラーは，昨年

度に引き続き田中美彩登さんです。週

に１度の勤務ですが，生徒の皆さんか

らだけでなく，保護者の方からもお話

を聞くことができます。 

学校再開の前ですが，勤務する日時

が決まりましたので，下記のとおりお

知らせします。１回の面談は約１時間

です。お話したい方は，事前に本校職

員室あてに連絡いただければ，日程を

調整します。面談を希望される方はご

連絡ください。 

 臨時休業期間中の 

スクールカウンセラーの勤務日時  

① ５月１４日（木） 

      ９：００～１６：３０ 

② ５月２１日（木） 

      ９：００～１６：３０ 

③ ５月２８日（木） 

      ８：１５～１５：３０ 

 

郡山中 TEL ２４８－００７１ 

部活動の顧問を発表します 

№ 部活動名

1 　陸上競技 狩野亜沙子 小野寺英史

2 　バスケットボール 松橋　宏樹 今野　友梨 生駒　貴宏

3 　バドミントン 鷲見　浩勝 佐藤　　塁 田中　明子

4 　卓　　　球 今井　洋一 武山さとみ 木村　由貴

5 　野　　　球 廣島　寛太 半澤　岳彦

6 　ソフトテニス 石川　一臣 佐藤　千穂 佐久間昭子

7 　ソフトボール 門間　和人 大場　　藍

8 　サッカー 高澤　亮平 節田　周平

9 　水　　　泳 澁谷　祐子 山田かおる

10 　柔　　　道 田畑　将人

11 　剣　　　道 佐藤　　智

12 　バレーボール 橋本　直弥 細堀　洋征

狩野亜沙子 高澤　亮平 細堀　洋征 廣島　寛太

門間　和人 菅野　翔太 半澤　岳彦 佐藤　千穂

14 　美術・イラスト 竹内　利枝 伊東　知則

15 　科　　　学 髙橋　紀枝 （渋谷由美子）

16 　吹　奏　楽 熊谷　圭太 加藤　裕子

17 　家　　　庭 渋谷由美子 （髙橋　紀枝）

18 　８　　　組 山田かおる 伊東　知則 木村　由貴 安藤ひとみ

顧　問　名

13 　（駅　伝）

菅野　翔太



 

   

 

 

 

 

 

 

 


