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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 

 

よろしくお願いいたします 

                   校長 小島宏一郎 

４月１日に糀谷中学校に着任いたしました。３月までは同

じ中学校区の北糀谷小学校にいましたので、体育祭や生

徒発表会などに団結して取り組む糀谷中生の様子を、これ

まで何度も見てきました。今年からは、本番の活躍だけでな

く、行事を作り上げていく、努力の過程も見ることができるの

で、とても嬉しく思っています。 

 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。 
以下は、入学式の式辞の概要です。 

 式 辞  

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。担任の

先生の呼名に元気よく返事をし、起立した１３８名の皆さん

は、ただ今より、伝統ある糀谷中学校の生徒となりました。

教職員一同、皆さんの入学を心より歓迎いたします。 

真新しい制服に身を包み、今日の入学式を迎えた皆さ

んは、緊張し多少の不安を抱えながらも、中学生になった

喜びと、「中学校では、こんなことを頑張ろう」という希望で

いっぱいのことと思います。この記念すべき日の緊張感と

希望をしっかりと胸に刻みつけておいてください。今の気持

ちをずっと忘れずに、中学校生活を、目標をもって一日一

日を大切に過ごせるように頑張ってください。 

糀谷中学校への入学に当たって、新入生の皆さんに「信

頼」という言葉を贈ります。この言葉、「信頼」の後ろに、「さ

れる」「する」「し合う」という三つの言葉をつけて、それぞれ

を目標に頑張ってほしいと強く思っています。 

一つ目は「信頼される」ということです。友達に信頼され

る、お家の方や先生に信頼される、地域の方に信頼される

ように、日々の生活を送ってください。そのためには、どん

なことが大切でしょうか。 

まずは、時間や約束を守ったり、当番や係の仕事を忘れ

ずにやったり、当たり前のことを当たり前にやることだと思い

ます。そして、何事にも努力を怠らずに、一生懸命取り組む

こと。さらに、一番大切なことは、正しい考えをもち、正しく

行動すること。嘘をついて人をだましたり、失敗を人のせい

にしたりしないで、正直に生きることだと思います。信頼され

る人になるように努力してください。 
二つ目は「信頼する」ということです。中学校生活は、た

ったの３年間です。しかし、短い３年間の中にも、自分一人 

で解決できない課題にぶつかったり、悩みを抱えて不安
になったりすることもあるでしょう。そんな時には、素直な 

 

気持ちで自分の心を開いて、周囲の人を「信頼する」こと

です。皆さんの周りには、皆さんのことを大切に思っている

人がたくさんいます。ご家族やご親戚の方、地域の方、た

くさんの友達。今日から一緒に過ごす糀谷中学校の先生

たちも、皆さん一人一人のことをとてもよく考えてくれます。

課題や悩みを一人で抱えずに、周りの人を信頼して、困っ

たときには必ず相談してください。 

三つ目は「信頼し合う」ということです。糀谷中学校に

は、体育祭や生徒発表会、移動教室、修学旅行、みなさ

んが楽しみにしている部活動など、様々な行事や活動が

あります。行事を成功させるため、活動を充実させるため

に大切なことは、クラスや学年、部活の仲間と「信頼し合う」

ことです。 

先輩方が作り上げてきた糀谷中の伝統。行事や部活動

などで協力して、一生懸命に取り組む姿をしっかりと引き

継げるように、まずは、１年生、１３８名の仲間と、心から信

頼し合える学年を作っていけるよう努力してください。 

「信頼される」努力をすること、周囲の人を「信頼するこ

と」、仲間と「信頼し合い」よい集団を作ることを心に刻み、

これからの三年間を過ごしてください。 

保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。

これから３年間、皆様のご期待に応えるべく、教職員一

同、誠心誠意努力してまいります。多感な中学生の時期

は、親として子どもにどう関わっていけばよいか迷う時もあ

ると思います。そのような時は、遠慮なく学校にご相談くだ

さい。学校と家庭が上手に連携を図り、お子様の健全な成

長を支えていきたいと思います。どうか本校の教育に対し

て、深いご理解と温かいご支援をお願い申し上げます。 

地域の皆様には、本日入学した１３８名の新入生を、こ

れまでの生徒たちと同様に、温かく見守り、支えてください

ますようにお願い申し上げます。 

私も新入生の皆さんと一緒に、この４月に糀谷中に着任

し、糀谷中一年目です。これまでの伝統を引継ぎ、ますま

す良い学校にしていけるように共に頑張りましょう。 

＜ 夜間学級入学式・始業式 ＞ 

夜間学級は、足立区、八王子市、葛飾区、墨田区、世

田谷区、荒川区、江戸川区、そして大田区と都内に８校あ

ります。本校は、４月８日午後５時４５分から、厳粛な中にも

温かな雰囲気で、入学式・始業式を挙行致しました。 

新入生５名が入級し、合計２９名でのスタートとなりまし

た。夜間学級では、工夫をこらした教材を使い、分かりや

すい授業を行っております。一日も早く、日本語を習得

し、日本文化に慣れ・親しみ、義務教育の全課程を終えて

ほしいと願っています。 

 学校だより 
大田区人権教育研究協力校 
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大田区立糀谷中学校 

校長 小島 宏一郎 
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教職員の異動について 

<退    職>                    

池本 りゑ  主任教諭 （社 会） 本校で再任用 

(夜)中川 恵理  教  諭 （社 会）         

<再任用終了>  

北 村 隆   校  長 （経 営） 在職 ５年   南六郷中学校(理科巡回指導員)へ 

落合 照美  主幹教諭 （保 体） 在職１４年   都講師として本校勤務     

＜転出教職員＞ 

佐野  稔  主幹教諭 （国 語） 在職 ５年   稲城市立稲城第二中学校へ 

菊池 真挙  教  諭 （理 科） 在職 ７年   江戸川区立東葛西中学校へ 

中野 裕介  教  諭 （理 科） 在職 ３年   八王子市立第五中学校へ 

(夜) 朴 元 綱  非常勤教員 （英 語） 在職 ２年   大田区立志茂田中学校へ 
 

＜転入教職員＞ 

小島宏一郎  校   長 （学校経営） 大田区立北糀谷小学校より    

平林美代子  主任教諭  （国 語）  文京区立第八中学校より 

越川 博久  主任教諭 （理 科）  江東区立大島中学校より 

武藤やよい  教  諭 （保健体育）  新規採用教員 

(夜) 増田美奈子   主任教諭  （英 語）   府中市立府中第六中学校より 

 

平成３１年度 教職員一覧 

校長  小島 宏一郎 副校長 中山 泰 (夜間) 久保 広之 
 

主幹教諭 平田 和義       鶴岡 将樹 副校長アシスタント 佐藤 達夫 

主任養護教諭 桐井 尚江（特別支援） 事務主事 段 和希 栄養士 守屋 光華 

◎…学年主任 

 １学年 ２学年 ３学年 

Ａ組 山田 大樹（社会） 岩田 健太（家庭） ◎角田 一郎（技術） 

Ｂ組 ◎平林 美代子（国語） ◎池本 りゑ（社会） 大星 雅也（理科･進路指導主任） 

Ｃ組 梶田 美彩貴（英語） 平田 千栄子（英語） 八木 理恵子（数学） 

Ｄ組  平田 和義（数学･教務主任） 越川 博久（理科） 鶴岡 将樹（保体･生活指導主任） 

副担任 

間野 武（数学） 田島 久士（英語） 寺井 郁男（国語） 

竹村 繁樹（音楽） 増田 圭祐（数学） 関 康（美術） 

桐井 尚江（養護・保健主任） 武藤 やよい（保体） 米山 陽子（英語） 
  

講師 

木下ユミ子（国語） 

学習指導講師 

 臼井 幸生（数学） 
事務補助 

 相川 恵美子 

 米澤 平康（社会）  杢野 文子（数学）  黒上 浩美 

関 浩一（理科）  奥住 仁美（英語） 学校特別支援員  樋川 麻子 

落合 照美（保体）  徳田 昌子（英語） 養護教諭補助  高松 直樹 

 松本 拓真（保体） 
スクール 

カウンセラー 

大野 由美子（月曜日） 臨時栄養士 菅野 千里（～4/12） 

外国語教育指導員 マックスウェル・プロクター 石井 忠継（水曜日） 産育休中 

の教員 

田中 麻有（音楽） 

読書学習司書  亀田 早苗 滝  真樹子（金曜日） 成瀨 知子（英語） 

委託業務 給食…株式会社ジーエスエフ、用務・警備（施設管理）…南進ビルサービス 
 

《学校医・学校薬剤師》 

内 科 團  茂樹（宇部内科小児科医院） 

眼 科 松井 直樹（葵眼科） 

耳鼻咽喉科  髙橋 宗夫（たかはし耳鼻咽喉科） 

歯 科  小林 正幸（小林歯科医院） 

薬剤師  山口 結子（夫婦橋薬局蒲田４丁目店） 

入学式（教室で） 

入学式（正門前で） 



 


