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「自主・敬愛・根気」を合い言葉に！ 

～新年度のスタートにあたって～ 
 

 

 

校長 綿貫 正人 

 春の訪れとともに、花が咲き誇り、鳥たちもさえずりを

競いあっています。そのような中、先週、始業式・入学式

が行われ、全学年の生徒がそろって平成２８年度がスター

トしました。あらためて、６２名の２・３年生、進級おめ

でとうございます。そして、２９名の新入生、入学おめで

とうございます。整然と、そして毅然とした態度で始業式・

入学式に臨んだ生徒たちの姿を見て、今年１年間の富士中

学校の安泰と発展が予感されました。 

 

６日の始業式では、２・３年生に向けて、それぞれの進級を踏まえて「立場や環境が人をつくる」とい

う話をしました。また、７日の入学式では、アメリカ大リーグのイチロー選手の言った「小さなことを重

ねることが、とんでもない所に行くただ一つの道だ」という言葉を引用して、地道な努力の大切さを話し

ました。その話を少しでも自分の学校生活に当てはめて考えてくれて、一人一人が伸びていくことを期待

したいと思います。 

本校の教育目標は「・自ら進んで学ぶ生徒 ・人や自然を愛する生徒 ・健康でねばり強い生徒」とい

う３つを掲げていますが、端的に表すとすれば「自主・敬愛・根気」ということになると思います。他人

に優しく、思いやりをもった行動ができる生徒たちだと感じますが、自主的に根気よくねばり強い取組を

することにはまだまだ課題があります。親や教師に依存せず、自分自身の取組に妥協しないという意識を

もってくれると、学力や体力も向上し、さらに大きく成長していけると確信しています。 

 学校は、教職員全員で生徒の成長を支援していきます。生徒一人一人の可能性は無限です。失敗や成功

を繰り返しながら伸びていきます。失敗を修正しつつも努力を認め、成功に対しては評価しほめることで、

さらに「自主・敬愛・根気」の力が身に付きます。そして、そのような力をもった生徒たちが集まった学

校は、活気がみなぎるに違いないと考えます。そのためには、ご家庭の協力が不可欠であることは言うま

でもありません。連絡を密に取り、些細なことでも情報を共有しながら教育活動を進めていきたいと思い

ます。どうぞ１年間よろしくお願いいたします。 
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◇ 学校教育目標 ◇ 

自ら進んで学ぶ生徒 

人や自然を愛する生徒 

健康でねばり強い生徒 

〈 平成28年度 入学式 〉 
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入入学学式式のの様様子子  
４月７日、２９名の新入生を迎え入学式が行われました。式では緊張した様子で

したが、呼名では大きな声で返事をし、しっかりとした態度で式に臨んでくれまし

た。これから始まる中学校生活、色々なことに挑戦をして充実したものにしてほし

いと思います。 

「新入生代表の言葉」 新入生代表 髙橋 明 

 やわらかな風が吹き、太陽の光が満ちあふれ、生命が生き生きと活動を始める春、今日私達新入生二十

九名は、入学式をむかえ、富士中学校の仲間入りをすることになりました。緊張と不安の中にもこれから

始まる学校生活への期待で胸がいっぱいです。今までとは違う環境の中で、私達は、幅広い知識や技術を

身に付けたり、部活動に打ちこんだりして、新しいことに挑戦していきたいです。特に私は、英語の授業

を頑張りたいです。その中には苦しくて辛いことが待ち受けているかもしれません。その時は、先生方、

先輩方、どうか力を貸してください。もちろん、私達も大切な仲間のため、できる限り助け合っていくつ

もりです。そして二十九人全員が安心して楽しく学校生活を送れるような、和気あいあいとした、良い人

間関係を作っていきたいと思います。 

 私達はどんなことにも好奇心を持って全力で取り組み、辛いことがあっても逃げずに正面からぶつかっ

ていき、周りの人たちに、思いやりを持って接することを念頭に置いて学校生活を送っていきたいと思っ

ています。これからたくさん迷惑をかけると思いますが先生方、先輩方、地域の皆様、私達二十九名をよ

ろしくお願いします。 

 

「生徒代表の言葉」  在校生代表 平井 さよ 

 新入生の皆さん、入学おめでとうございます。いよいよ今日から皆さんも富士中学校の生徒となりまし

た。今、皆さんの心の中は今日から始まる中学校生活への期待と不安でいっぱいだと思います。 

 思い起こせば、去年の今頃、私も中学校とはどんなところなのかというワクワクする気持ちと勉強につ

いていけるのかという不安な気持ちが入り混じっていました。教科ごとに教える先生が変わることや、専

門的な学習が増えることなどに不安を持っているでしょうが、毎日の授業をきちんと聞き、家で復習すれ

ばきっと大丈夫です。 

 運動会や合唱コンクールなどの行事も楽しみにしているのではないでしょうか。小学校の時よりも、走

る競技が多くなる運動会や、クラスが一つにまとまって競い合う合唱コンクールなど、中学校ならではの

行事を一緒にがんばりましょう。 

 中学校では、授業や行事だけでなく、いろいろなことを経験して、成長することができます。 

たとえば、人前で発表することに苦手意識を持っていた私も、委員会活動と部活動で大きく成長すること

ができました。学級委員や生徒会役員になって、クラスをまとめたり朝礼で発表して、少しずつ自信を持

てるようになりました。もうひとつは、部活動です。私はバスケ部に入っています。最初はついていくの

に必死でしたが、今は、体力・技術両方に自信がつき、夏の品川区大会に向けてがんばっています。他の

部活動でも同じだと思いますが、小学生の頃に比べて、技術はもちろん、挨拶や敬語の使い方などを仲間

や先輩、先生方との関係から学ぶことができます。運動系文化系それぞれ放課後や土日に盛んに 

活動しています。小学校から続けていたことをさらに向上させるのも良いでしょうし、新しいこ 

とにチャレンジするのも素晴らしいと思います。そして、３年間続けられるといいですね。 

 入学したばかりで、わからないことがたくさんあると思いますが、私たちがしっかりとサポー 

トしていくので、安心してください。そして、お互いに協力し合いながら、これから始まる中学 

校生活を、よりよい充実したものにしていきましょう。 
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学学校校教教職職員員組組織織  

校 長：  綿貫 正人   副校長： 佐藤 孝男 

主幹教諭： 川口憲一郎   山根  純   西村栄一朗   川畑 喜照 

主任教諭： 清水  雅子   山下  智代   近藤 裕子   柴山 尚子（昇任） 

１年 ２年 ３年 

主任 川畑 喜照 （理科） 主任 清水 雅子 （国語） 主任 山根 純 （数学） 

担任 市倉 隆司 （英語） 担任 西村 栄一朗（保体） 担任 川口 憲一郎（美術） 

副任 柴山 尚子 （音楽） 副担 甘利 朋子 （英語） 副担 山下 智代（家庭） 

副担 田後 要輔 （数学） 副担 召田 将大 （技術） 副担 小川 健吾（社会） 

  学年付 関村 亜紀 （養護） 

通級学級 近藤 裕子  野津 康司 事務 宇佐見 淑子 

用務 小原 健司 夜間受付 末吉 正巳 

講師 笹原 基以(保体)    宮川 竜太（通級学級） 

スクールカウンセラー 蜂屋 竜馬 

ＡＬＴ ディビット キム・クリストファーステンペル（火曜日） 

    教務主任：山根  純  生活指導主任：西村 栄一朗  進路指導主任：川口 憲一郎 

転出した教員 

   大澤  道明   副校長    （経営）    八丈町立三原中学校へ（校長昇任） 

   設楽  知    主任教諭   （理科）    多摩市立和田中学校へ 

   生川  誠二   教諭     （数学）    世田谷区立東深沢中学校へ 

   青島  明男   教諭          （理科）    八丈町立大賀郷中学校へ 

   増田  晃教   教諭     （技術）    港区立白金の丘学園へ（主任教諭昇任） 

   近藤  美咲   教諭     （通級学級）  練馬区立石神井西中学校へ 

   今川  健治   教諭     （社会）    退職 

   簾田  豊三   非常勤講師  （通級学級）  退職 

   柳田  遊世   非常勤講師  （保体）    退職 

中村  元則   非常勤講師  （通級学級）  退職 

転入した教員 

   佐藤  孝男   副校長    （経営）    町田市立薬師中学校より 

川畑  喜照   主幹教諭   （理科）    八丈町立三原中学校より 

   小川  健吾   教諭     （社会）    世田谷区立尾山台中学校より 

   田後  要輔   教諭     （数学）    八王子市立長房中学校より 

   召田  将大   教諭     （技術）    都立町田の丘学園より 

野津  康司   教諭     （通級学級）  武蔵野市立第二中学校より 

笹原  基以   非常勤講師  （保体）    八丈町立大賀郷中学校より 

宮川  竜太   非常勤講師  （通級学級）  新規採用 
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転転入入ししたた教教員員よよりり  
今年度、富士中学校は８名の教職員を新たに迎えました。それぞれの先生方に挨拶をしていただきました。 

 

副校長として富士中に着任しました佐藤孝男です。学校、保護者、地域の皆さんと共にねばり強く、た

くましい富士中生徒を育てていきましょう。よろしくお願いします。      （副校長 佐藤
さ と う

 孝男
た か お

） 

 

三原中学校から赴任してまいりました。八丈島の自然や文化が大好きです。理科好きな生徒が増えるよ

う頑張りたいです。よろしくお願いします。                 （理科 川畑
かわばた

 喜
よし

照
てる

） 

 

世田谷区立尾山台中学校から赴任して参りました。初日から富士中生のすばらしい姿を見ることができ

て、感動しました。富士中でのこれからの生活が楽しみです。授業に部活に行事に、一緒に楽しく取り組

みましょう！                              （社会科 小川
おがわ

 健
けん

吾
ご

） 

 

はじめまして。八王子市立長房中学校から赴任してきました。出身は東京都日野市です。八丈島に来る

ことが出来てとても嬉しいです。よろしくお願いします。          （数学科 田後
た ご

 要輔
ようすけ

） 

 

東京都立町田の丘学園から赴任してきました召田将大です。海と山の両方に近い富士中学校で送る学校

生活を楽しみにしています。よろしくお願い致します。           （技術科 召
めす

田
だ

 将
まさ

大
ひろ

） 

 

武蔵野市立第二中学校より参りました。縁あって八丈島に来ることができました。富士中の校舎から見

える海の景色、富士中に繋がる空港通りの景観が大好きです。生徒達のために、全力を尽くしていきます。

どうぞよろしくお願い致します。                    （通級学級 野津
の づ

 康司
こうじ

） 

 

大賀郷中学校から赴任してまいりました笹原基以です。自然だけでなく人の心も豊かな八丈島が大好き

です。生徒と共に元気で楽しい富士中にしていきたいです。よろしくお願いいたします。 

（保体講師 笹原
ささはら

 基以
もとい

） 

 

はじめまして。通級学級を担当します宮川竜太です。通級指導は初めてですが、日々学び続ける気持ち

を忘れずに努力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。  （通級学級講師 宮川
みやがわ

 竜
りゅう

太
た

） 

 

 

４４・・５５月月のの主主なな予予定定  

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 今年度より、昨年度までの３年教室が会議室になり、学年の教室が全て２階になりました。 

４月２１日（木）～２５日（月）修学旅行（３年） 

４月２２日（金） 体験学習（１年） 

４月２６日（火） 振替休業日（３年） 

５月 ６日（水） PTA総会 

５月１３日（木） 生徒総会 

富士中学校ホームページ http://www.hachijomachi-tky.ed.jp/fujichu/ 


