
          令和４年度 ４月号 

自ら学び考えることができる生徒  感性豊かで思いやりのある生徒  心身ともに健康な生徒 

 

目標をもち主体的に物事に取り組む一年に  ４／６始業式講話より 
校長 小島宏一郎 

桜の季節も終わりに近づき、若葉がまばゆく輝く 4月 7 日、
新入生 122 名を迎え、無事に入学式を挙行することができま
した。今年度は、2年生は 150名、3年生は 157名で全校生
徒 429名でのスタートとなります。(夜間学級を含むと４４４名) 
生徒一人一人を大切にし、地域や保護者の皆様に信頼

される学校を目指してまいりますので、本校の教育活動にご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
まずは、始業式の式辞を掲載します。 

 
おはようございます。２,３年生の皆さん、まずは進級おめでと

うございます。 
 昨年度も新型コロナウイルスの影響で、多くの活動が制限
され、皆さんにとっても、不自由な一年になりました。そんな中
でも、皆さんは感染症の予防に努めながら、できることに一生
懸命に取り組み、学力を高め、心と体を成長させてきました。 
今日から、令和4年度の学校生活が始まります。1月に発

令されたまん延防止等重点措置は 3月 21日に解除されまし
たが、まだ感染は収束してはいません。今年度もしばらくは感
染予防に取り組みながらの生活が続きますが、引き続きよろ
しくお願いします。 
さて、新しい学年を迎えた、この節目に、皆さんには、新た

な目標をしっかりと定め、新しい気持ちでスタートを切ってくれる
ことを願っています。そして、目標を立てるにあたって、皆さんに
３つのことをお願いします。 
１つ目は、新しい出会いを大切にし、新たな自分の可能性

を見つけてください。クラスが変わり、新しい友達や先生との
出会いがあり、新たな学習にも取り組みます。これまでの自分
の殻を打ち破り、新しいことに挑戦し、新たな可能性を見つけ
てください。夢や希望を大きく育てていく、そんな１年にできる目

標にしてください。 
２つ目は、１年後の自分の姿を思い浮かべ、日々取り組む

ことを決めてください。 
 「千里の道も一歩から」です。どんなことでも地道な積み重
ねが大切です。ゴールを決めたら、そこに到達するまでに、自
分は日々どんな課題に取り組んでいくのか。コツコツとどんな
努力を続けていくのか、具体的な取組目標を作ってください。 
３つ目は、糀谷中学校の生徒として、どんな伝統を引き継

いでいくのかも考えてください。昨年度の卒業生に、高校入試
の面接練習をしたときに、「糀谷中学校の良いところは何です
か」と質問しました。多かった答えは、「行事に全力で取り組
む」「あいさつが盛ん」「みんな仲が良い」などです。何を伝統
として、引き継ぎ、また、自分たちがどんな伝統を作っていくの
か。クラスや学年、学校の一員として何を努力するのかも考
えてください。 
明日は、入学式です。新入生を迎え、新たな１年が始まり

ます。２年生は、中堅学年として、部活動や委員会では、より
責任ある立場となり、１年生に先輩として教えてあげる場面も
出てくるでしょう。学習面でも応用や活用する内容が増え、より
深く考えることが求められるでしょう。３年生は、中学校最後・
義務教育最後の年です。一つ一つの行事や活動に「中学
校最後の」という言葉がついてきます。学習面では、３年間の
まとめにはいっていきます。そして、なにより、中学卒業後の進
路を選択していかなくてはなりません。 
 目標をしっかりと定め、主体的に物事に取り組む一年にして
ください。そして、来年３月、２年生は修了式で３年生は卒業
式で「今年一年間、私は目標に向かって一生懸命に頑張っ
た。」と胸を張って誇れるようにしてくれることを願っています。素
晴らしい１年間にしていきましょう。

日 曜日 予定 日 曜日 予定 

6 水 始業式 18 月 生徒会朝礼 
7 木 入学式 19 火 全国学力調査(３年) 

8 金 給食始、避難訓練、聴力検査 20 水 小中一貫教育の日 5 カット 
9 土  21 木 職員会議 6 カット 

10 日  22 金  

11 月 
全校朝礼、安全指導、身体計測(１，２
年)、新入生歓迎会 

23 土 土曜授業公開 

24 日  
12 火 身体計測(３年)、写真撮影、保護者会 5，6 カット  25 月 学年朝礼、内科検診(３年) 

13 水 区教研 5 カット 26 火 保護者会(評価、部活動) 5，6 カット 
14 木 専門委員会 27 水 検尿１次、校内研修会 

15 金 生徒評議会 28 木 大田区学習効果測定、離任式、検尿１次追加 
16 土  29 金 昭和の日 

17 日  30 土  

 学校だより 
大田区人権教育研究協力校 
「みんながいる わたしがいる  

さしのべる 生きている」 

令和４年４月８日 

大田区立糀谷中学校 

校長 小島 宏一郎 

４月は、新学期の保護者会(12日)、土曜授業公開(23日)、評価と部活動保護者会

(26日)と保護者の皆様に学校にお越しいただく機会がたくさんあります。感染防止

に気を付けながら実施して参りますので、ご理解とご協力を御願いいたします。 
４月の行事予定  



 



教職員の異動について 

<退    職>                    
校  長       （経営）（３年間）大田区糀谷中学校長（再任用校長） 
教  諭       （数学）（５年間）神奈川県立生田東高等学校（新規採用） 
教  諭       （数学）（２年間）民間ＩＴ関連企業（キャリア採用） 
臨時的任用教諭       （音楽）（５年３ヶ月間）大田区立大森第七中学校 
臨時的任用教諭       （国語）（６ヶ月間）豊島区立明豊中学校 
理科指導専門員           （指導課付、本校２年間） 

＜転出教職員＞ 
  主任養護教諭       （養護）（５年間）大田区立蓮沼中学校へ 

教  諭       （英語）（８年間）品川区立荏原平塚学園へ 
教  諭       （社会）（７年間）江戸川区立篠崎中学校へ 
スクールカウンセラー       （都） （６年間）世田谷区立富士中学校へ 

＜昇   任＞ 

主任教諭       （国語）  
(夜)主任教諭       （国語）  

＜転入教職員＞ 

   主任教諭       （数学） 大田区立雪谷中学校より 
    主任養護教諭       （養護） 大田区立大森第四中学校より 
  教  諭       （数学） 新規採用 
  教  諭   未定  （英語） 新規採用 

臨時的任用教諭       （国語） 本校非常勤講師より 
理科指導専門員            指導課付、大森第七中学校より 

(夜)主任教諭       （理科） 足立区立第四中学校夜間学級より（再任用１年目） 

令和４年度 教職員一覧                     ◎…学年主任 

校長       副校長  (夜間)  
 

主幹教諭 （教務主任）       （生活指導主任）      （学習進路指導主任） 

主任養護教諭  （特支コーディネーター）  事務主事     栄養士  
 

 １学年 ２学年 ３学年 

Ａ組 （理科） （数学） （保体） 

Ｂ組 （数学） （英語） （英語） 

Ｃ組 （英語） （理科） （家庭） 

Ｄ組 （数学・登校支援 CO） ◎    （保体･生活指導主任） ◎    （理科･学習進路指導主任） 

副担任 （音楽） （社会） （国語） 

（美術） （国語） （社会） 

◎    （技術･経営専任主任） 新規配置未定（英語） （数学･教務主任） 

学年付 （養護・保健主任） （理科指導･指導課所属）  
  

講師 

（国語） 読書学習司書       副校長アシスタント   

      （社会） 
スクール 

カウンセラー 

（月曜日） 教員支援員  

（数学） （木曜日） 
事務補助員 

 

（理科） （金曜日）  

      （保健体育） 学校特別補助員     産育休中 

の教職員 

（国語） 

      （英語） 登校支援員 （養護教諭補助兼任） （栄養士） 

      （英語） 養護教諭補助員   

ＳＲ専門員   部活動指導員 （バドミントン部､登校支援員兼務) 

SR 巡回指導  (東蒲中所属、週２回 火・金 巡回指導) 

外国語教育指導員 未定      （ＩＥＳ株式会社より派遣） 

給食調理 （チーフ）・    （サブチーフ）（株式会社ジーエスエフに業務委託） 

用 務 （南進ビルサービスに業務委託） 

施設管理 （南進ビルサービスに業務委託） 

《学校医・学校薬剤師》 

内 科 （宇部内科小児科医院） 歯 科      （有福歯科医院） 

眼 科 （葵眼科） 薬剤師 （夫婦橋薬局蒲田４丁目店） 

耳鼻咽喉科 （たかはし耳鼻咽喉科）  
 

「学校だより」次号で入学式の様子を紹介いたします。 

クラス発表 

始業式 

着任教職員の紹介 


