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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 

 

 

 

 桜花爛漫の季節からふた月が過ぎて、校庭の桜の木

には青々とした葉が茂り、初夏の日差しを浴びて目映く  

輝いています。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、このように

規模を縮小した形にはなりましたが、本日、心配や不安を

抱えながらも新たな希望で目を輝かせた新入生の 

皆さんを迎え、第六十七回入学式を行うことができます 

ことを心から嬉しく思います。 

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 

１５９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。 

２ヶ月遅れの中学校生活が始まりました。小学校卒業

直前の３月２日から、臨時休業が始まり、皆さんはとても

淋しい思いをしたのではないかと思います。３月には小学校

の思い出を残す行事がなくなり、４月には中学生になった

ものの学校は休みで授業がなく、楽しみにしていた部活動を

見学することすらできず、思い通りにならない生活が続き

ました。自分なりに工夫してできることを一生懸命に頑張った

人もいるでしょうが、制限された生活にイライラを募らせたり、

不安で気持ちが沈んだりした人もいることでしょう。 

 しかし、休みの間に上手に過ごすことのできた人も、 

上手に過ごすことができなかった人も、皆さんの経験した

この３ヶ月は決して無駄な時間だった訳ではありません。

無駄な３ヶ月にしてはいけないと思います。 

コロナの流行には関係なく、長い人生には大変なことや

辛いことがたくさんあります。大人がそれを乗り越えることが

できるのは、経験があるからです。辛いことを我慢して 

最後までやり切ったり、困難な課題に諦めずに取り組んだ

りした経験が人を強くします。 

心が成長して大人になっていく中学生時代には、 

皆さんも悩んだり困ったりすることがたくさんあると思いますが、

それは皆さんにとってとても大切なことです。友だちのこと、

勉強のこと、進路のこと…様々なことで大いに悩んで、 

大いに迷い、大いに考えてください。 

ただし、一つだけお願いがあります。それは、悩みが 

大きすぎて自分だけでは解決できないときには、必ず 

近くの大人に相談してほしいということです。家庭ではお

父さんやお母さん、学校では担任の先生、部活の先生、

養護の先生、スクールカウンセラーさん。地域にも皆さん

を見守ってくださる方がたくさんいます。いざという時には、

大人を信頼して相談することを忘れないでください。 

さて、糀谷中学校への入学に当たって、新入生の皆さ

んに「一期一会」という言葉を贈ります。 

「一期一会」、この言葉はもともと茶道に由来していま

すが、「どの茶会でも、その機会は二度と同じことが 

繰り返されることがなく、生涯で一度しかないものである。

それを心得て、もてなす主人ももてなされる客も誠意をつく

すべきである。」という意味です。 

糀谷中に入学し、たまたま一緒の学年になった友だち

や先生との出会いを大切にして、良い学年、良いクラス

を作る努力をすることはもちろんですが、さらに大切にして

ほしいのは、毎日、学校で顔を合わせる友だちや先生と

の、一日一日の関わりです。 

今日の出会いは明日の出会いとは違う。毎日の出会

いが一度しかないものであると思い、相手への誠意を尽く

していく努力。お互いに、相手を尊重した生活を心掛ける

ことができれば、思いやりや信頼にあふれた学年やクラス

ができることは間違いありません。毎日の出会いを大切

に、「一期一会」の気持ちをもった生活を心掛けてください。 

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめで

とうございます。二ヶ月遅れにはなりますが、ようやく入学

式を迎えることができ、少しは安心していただけたことと存じ

ます。これから約３年間、保護者の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まいりたいと思いますの

で、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。 

最後に、新入生のみなさん。初めにこの会場に入って

何を感じましたか？ 椅子と椅子の間隔が離れて、縦横

斜め整然と並んでいることに気付きましたか。この椅子は

先週、皆さんの先輩である三年生が並べてくれました。一

つ一つ間隔を測ってまっすぐに並べ、皆さんをお祝いする

気持ちを込めて 丁寧に雑巾で拭いてくれました。 

 今年は、２、３年生と一緒に活動する機会が少なくなり

そうですが、糀谷中学校には、行事や生徒会活動や部

活動で上級生が良い見本をみせて、下級生を引っ張る

という伝統があります。とても良い伝統で大切にしていきた

いと思っています。皆さんも、これまでの先輩方が築いて

きた糀谷中の良き伝統を引継いでくれることを願っていま

す。糀谷中学校を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。 

 学校だより 
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一期一会 ～ 今日の出会いを大切に ～ （６月８日・入学式式辞より）   

校 長 小島 宏一郎 



 
校 長  小島 宏一郎 副校長 中山 泰  ・  柳田 章（夜間学級） 

 

主幹教諭 平田 和義 ・ 鶴岡 将樹 ・ 眞島 信浩（夜間学級） 副校長アシスタント 佐藤 達夫 

主任養護教諭 桐井 尚江（特支Ｃｏ） 事務主事 段 和希 栄養士 太田良 浩美 

◎…学年主任 

 １学年 ２学年 ３学年 

Ａ組 ◎中田 新（理科） 平田 和義（数学･教務主任） 増田 圭祐（数学） 

Ｂ組 武藤 やよい（保体） 梶田 美彩貴（英語） 平田 千栄子（英語） 

Ｃ組 鶴岡 将樹（保体･生活指導主任） 瀧澤 歩（国語） 岩田 健太（家庭） 

Ｄ組  竹村 繁樹（音楽） 山田 大樹（社会） 越川 博久（理科） 

Ｅ組 八木 理恵子（数学）   

副担任 

間野 武（数学） ◎角田 一郎（技術） ◎田島 久士（英語） 

井上 拓（数学） 南 恵太（理科） 寺井 郁男（国語･進路指導主任） 

成瀨 知子（英語） 田中 悠紀（美術） 池本 りゑ（社会） 

  桐井 尚江（養護・保健主任） 
  

 １学年 ２学年 ３学年 

夜間学級 

松壽 太一郎（国語） 伊藤 俊哲（数学）  眞島 信浩（理科） 

葛木 知行（社会） 増田 美奈子（英語） 小林 順子（英語） 

竹内 みどり（英語・非常勤）  菅沼 正（国語） 

 田中 紅葉（学校代替職員〔養護〕） ・ 千葉 康子（学校栄養士） 
 

講師 

木下 ユミ子（国語） 
外国語教育指導員 

アンドリュー ベリヴォ 
（予定されていた指導員着任まで）
（ＩＥＳ株式会社より派遣） 

学習補助員 

 臼田 幸生（数学） 

 落合 哲史（社会）  杢野 文子（数学） 

武方 大 （社会） 読書学習司書  亀田 早苗  奥住 仁美（英語） 

大津 あゆみ（理科）【新規】 教員支援員 未定（６月より配置）  徳田 昌子（英語） 

 落合 照美（保体） 
事務補助 

相川 恵美子 学校特別補助員  関 のどか 

澤 寛明（保体）【新規】 武藤 光江【新規】 
養護教諭補助 

 樋川 麻子 

黒澤 信子（英語）【新規】 
スクール 

カウンセラー 

大野 由美子（月曜日） 本間 陸 

理科指導専門員   本間 勝廣（理科）【新規】 石井 忠継（水曜日） 産育休中 

の教職員 

 田中 麻有（音楽） 

ＳＲ専門員  堀内 淳子【新規】 滝  真樹子（金曜日） 守屋 光華（栄養士） 

SR 巡回指導 花房 裕美・小林 多美・杉川 慶・木島 崇介 (東蒲中より、週 1 回巡回指導) 【新規】 
 

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

用 務 浅井 哲也・畠山 圭子(午前)・伊東 長之助(午後)（南進ビルサービスに業務委託） 

施設管理 野上 英明・滝澤 久夫・広沢 信二（南進ビルサービスに業務委託） 

※夜間学級の講師等非常勤職員・業務委託職員については一部省略しています。 
 
《教育課程の再編成について》 

本校では、教育委員会の「基本的な考えた方」に基づき、現在、教育課程の再編成を行っているところです。学校の 
特色等を大切にして行事等を精選していくことになりますが、何とぞご理解とご協力を賜りますようにお願い申し上げます。   
今後の状況によって変更する可能性もありますが、６月１日現在、決定している事項についてお知らせいたします。 

１ 長期休業日の短縮について 
夏季休業日：８/８～８/２３、冬季休業日：１２/２６～１/５ 

   (１学期 終業式：８/７ ２学期 始業式：８/２４ 終業式：１２/２５ ３学期 始業式：１/６) 

２ 行事の精選(中止した行事・中止が決定した行事等) 
  (１) 区が主催する行事・区教委が実施の可否を決定する行事 
    ◇中学生海外派遣(２年) ◇ものづくり教育･学習フォーラム 
    ◇大田の教育研究発表会 ◇水泳指導 ◇職場体験(２年) 
    ◇連合行事(陸上競技、音楽、演劇、ダンス、英語)  

◇オーケストラ鑑賞教室(１年) 
(２) 学校行事 
  ◇農業体験(２年)  ◇離任式  ◇１学期保護者会 

 
◆◆◆◆◆◆  就学援助費の特例の対応について （大田区より） ◆◆◆◆◆◆ 

大田区では、ご家庭の事情に応じて、学用品等学校でかかる費用の一部を援助しています。通常は、前年の所得
に基づいて審査を行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯については、特例で
支給対象になる場合があります。 
詳しくは、大田区ホームページをご覧いただくか、教育委員会学務課学事課係（電話 5744-1429）に直接

お問い合わせください。 

●●● 令和２年度 教職員一覧 ●●● 

《 大田区教育委員会の基本的な考え方 》 

１ 児童・生徒の命を守り、安全と安心を確保する。 

２ 限られた状況の中においても、教師や友達との関わりを 

大切にし、楽しい学校生活を送らせる。 

３ 基礎的・基本的な学力を身に付けさせる。 

４ 地域や保護者との連携を一層強化して、児童・生徒を 

守り育てる。 

５ 学校の教育目標、児童・生徒の実態、地域の特色等を 

踏まえ、教育課程を精選し、再構築を図る。 


